
CLEAN
—GIFT BOX—

家や衣類が心地良いこと。
そんな“当たり前”を演出する
生活必需品ギフトです。

みんなを笑顔にしてくれる
日用品のギフトセット

5点
セット

※商品のセット内容・パッケージのデザインが若干変更になる場合がございます。

2点
セット

8点
セット

5点
セット

6点
セット

2点
セット

2点
セット

 日本製

清活応援・プレミアムギフトセットB（キッチンケア5点）

品番 213045
（000750）
箱サイズ 235×143×62mm
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 24
梱包割れ不可
（入数をご確認ください）

日本製

キッチンクリーン2点セット

品番 187090
（000260）
箱サイズ 189×102×61mm
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 36
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

日本製

爽快クリーンギフト2点セット

品番 193049
（000280）
箱サイズ 145×135×38mm
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 80
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

快適宣言バラエティ8点セット

品番 187097
（000700）
箱サイズ 264×245×95mm
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 10
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

日本製

毎日快適！キッチン&ランドリー6点セット

品番 193053
（002350）
箱サイズ 315×205×163mm
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 6
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

スマイルライフ5点セット

品番 213034　
（000600）
箱サイズ 240×160×70mm
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 30
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

お手軽衛生2点セット

品番 213032　
（000350）
箱サイズ 240×95×75mm
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 36
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

単価 参考上代 ￥750.D95989

単価 参考上代 ￥260.D62381 単価 参考上代 ￥280.D33102

単価 参考上代 ￥700.D17804 単価 参考上代 ￥2,350.D211763単価 参考上代 ￥600.D36609

単価 参考上代 ￥350.D53582

単価 ￥498

単価 ￥198 単価 ￥258

単価 ￥650 単価 ￥980単価 ￥550

単価 ￥298

G-110



3点
セット

4点
セット

5点
セット

※商品のセット内容・パッケージのデザインが若干変更になる場合がございます。

「旭化成」の商品は、カタログ内写真・ロゴ等著作権法により保護されています。
WEBや印刷物等の媒体でご使用する際は承認が必要となりますので、必ず事前にご連絡下さい。

食品の保存に役立つジップロックフリーザーバッグ。

5P
セット

4点
セット

3P
セット

L1枚
M1枚
セット

L5枚入り
セット

3点
セット

3点
セット

日本製

毎日サポートギフト4点セット

品番 195077
（000610）
箱サイズ 240×160×70mm
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 30
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

 日本製

清活応援・プレミアムギフトセット（ホームケア3点）

品番 213046
（000450）
箱サイズ 192×133×62mm
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 28
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

日本製

清活応援プレミアムギフトセット（キッチンケア4点）A

品番 195085
（000500）
箱サイズ 235×143×62mm
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 24
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

日本製

清活応援プレミアムギフトセット（キッチンケア5点）C

品番 195086
（000650）
箱サイズ 235×143×62mm
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 24
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

日本製

快適キッチン3点セット

品番 195076
（000560）
箱サイズ 315×245×95mm
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 10
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

旭化成　
ジップロックフリーザーバッグPP袋入り2サイズセット

品番 211065　
（000095）
梱包サイズ 80×280×5mm
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 100
梱包割れ不可
（入数をご確認ください）

旭化成　
ジップロックフリーザーバッグ箱入りLサイズ5枚セット

品番 211066　
（000160）
箱サイズ 30×285×50mm
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 100
梱包割れ不可
（入数をご確認ください）

 日本製

シンプルエコBOXティッシュ 100W3P

品番 213035　
（000200）
梱包サイズ 150×220×115mm
梱包状態 シュリンク包装
カートン入数 32
※申込単位は96個となります。
※色はランダムになります。
梱包割れ不可
（入数をご確認ください）

 日本製

シンプルエコBOXティッシュ 100W5P

品番 213036　
（000300）
梱包サイズ 250×220×115mm
梱包状態 シュリンク包装
カートン入数 20
※申込単位は60個となります。
梱包割れ不可
（入数をご確認ください）

キッチン快適3点セット

品番 213033　
（000500）
箱サイズ 240×160×70mm
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 30
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

単価 参考上代 ￥610.D45622

単価 参考上代 ￥450.D63581 単価 参考上代 ￥500.D34302 単価 参考上代 ￥650.D74784

単価 参考上代 ￥560.D95166

単価 参考上代 ￥95.D11147 単価 参考上代 ￥160.D21803単価 参考上代 ￥200.D31856 単価 参考上代 ￥300.D93067

単価 参考上代 ￥500.D84788 単価 ￥468

単価 ￥298 単価 ￥358 単価 ￥398

単価 ￥430

単価 ￥95 単価 ￥150単価 ￥154 単価 ￥255

単価 ￥398
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大きなくま
モンが目

立つ

かわいい
ピッチャー

。

ファミリー
も喜ぶ

1.3Lの大
容量タイプ

。

表情がど
れもかわ

いい

便利な3
サイズセ

ット。

全国区の
有名キャ

ラ商品は

幅広いイ
ベントに

◎

さり気なくお
洒落な

ロープハンド
ル仕様。

生地はタフ
さが自慢の

12オンス。

厚手の12オンス生地
に

かわいさ際立つ

大きなプリントが

好印象なトート。

「くまモン」シリーズの商品を、WEBや印刷物等の媒体でご使用される際は、事前に許諾が必要となります。必ずご連絡ください。ご注意

常備したいジャグ。
かわいいくまモンを
 両面にプリント。注ぐ時に便利なメモリ付き。

12
オンス

笑顔が可愛いくまモンとスポーツを頑張る
くまモンのデザイン！

キュートなくまモンがプリントされた
普段使いに便利なアイテム♪

KUMAMON

容量 （S） 250ml

入れ子式でコンパクトに収納

容量 （L） 600ml

容量 （M） 400ml

容量
1.3L

「©2010熊本県くまモン＃K32034」

容量
1.3L

「©2010熊本県くまモン＃K32237」

「©2010熊本県くまモン＃K32034」

12
オンス

愛らしいくまモンと
ハートを全面にあしらった
ふわふわブランケット。

700
mm

1000mm

厚生地ロープハンドルコットントート（マチ付）
（くまモン版）

品番 201094
（001170）
サイズ 約 340×300×170mm

（間口 470mm）
素　材 綿（12オンス）
梱包状態 10 枚単位でポリ袋入
カートン入数 40

 

くまモンの保存容器3個セット

品番 205027
（000630）
サイズ L：65×110×110mm

M：57×98×98mm
S：48×85×85mm

素　材 本体：ポリプロピレン
フタ：ポリエチレン

備　考 容量（Ｌ）：600ml
（M）：400ml
（S）：250ml

梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 72

「©2010熊本県くまモン＃K32236」

 

くまモンのウォータージャグ1.3L

品番 205028
（000465）
サイズ 255×150×105mm
素　材 ポリプロピレン、シリコーンゴム
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 50

 

厚生地ランチコットントート（マチ付）
（くまモン版）（スポーティ）

品番 201441　
（000630）
サイズ 約 190×200×100mm（間口 300mm）
素　材 綿（12オンス）
梱包状態 10 枚単位でポリ袋入
カートン入数 100

くまモンのウォータージャグ1300ml

品番 161144　
（000650）
サイズ 255×150×105mm
素　材 ポリプロピレン、シリコーンゴム
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 30
梱包割れ不可（入数をご確認ください）
「©2010熊本県くまモン#K13918」

 

くまモンのふわふわブランケット

品番 215059　
（000900）
サイズ 約 700×1000mm
素　材 ポリエステル
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 50
「©2010熊本県くまモン#K33095」

単価 参考上代 ￥1,170.D75981

単価 参考上代 ￥630.D93003

単価 参考上代 ￥465.D42386

単価 参考上代 ￥630.D33221

単価 参考上代 ￥650.D42388

単価 参考上代 ￥900.D44569

単価 ￥498

単価 ￥250

単価 ￥198

単価 ￥268

単価 ￥198

単価 ￥380

G-112

100ml単位で目盛り付き



コスメやステー
ショナリーなど

小物をすっきり
かわいく収納。

年齢問わず喜ば
れそう！

折りたたん
で使っても

くまモンが
隠れない

2WAY仕
様の便利な

タイプ。

シルエットもポイントになる
大きなくまモンが嬉しい巾着タイプ。 3.5

オンス

キュートな中に

バイカラーでお洒落
度UP。

ランチのお供に決ま
り！

ざくざく入れられるビッグサイズ !イベント時などにも重宝します。

グッド

スポーティ

ウインク

イイネ

スポーティ

10
オンス

10
オンス

スポーティ

12
オンス

ファスナー付

3.5
オンス

荷物の量に
合わせて
2way仕様

この製品は、地球にやさしい
リサイクルコットンを
使用しています。

この製品は、地球にやさしい
リサイクルコットンを
使用しています。

「©2010熊本県くまモン＃K32034」

「©2010熊本県くまモン＃K32034」

「©2010熊本県くまモン＃K32034」

「©2010熊本県くまモン＃K32034」

「©2010熊本県くまモン＃K32034」

柄指定可   

厚生地・フラットコットンポーチ（S）（くまモン版）

品番 201451　スポーティ
品番 201452　ウインク
（000465）
サイズ 約 170×230mm
素　材 綿（12オンス）
梱包状態 10 枚単位でポリ袋入
カートン入数 各柄 300

コットン巾着（M）（くまモン版）

品番 201090
（000400）
サイズ 約 270×200mm
素　材 綿（3.5オンス）、綿・ポリエステル混
梱包状態 10 枚単位でポリ袋入
カートン入数 300

柄指定可   

コットンビッグトート（マチ付）（くまモン版）

品番 201421　スポーティ
品番 201422　イイネ
（000465）
サイズ 約 370×250×110mm（間口 350mm）
素　材 綿（3.5オンス）
梱包状態 10 枚単位でポリ袋入
カートン入数 各柄 200

   

リサイクルコットンランチトート（マチ付）（くまモン版）

品番 201092
（000700）
サイズ 約 190×200×100mm（間口 300mm）
素　材 綿・ポリエステル・レーヨン混
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 120

柄指定可    

リサイクルコットン2WAYトート
（マチ付）（くまモン版）

品番 201411　スポーティ
品番 201412　グッド
（000935）
サイズ トート時：約 380×220×90mm

（間口 310mm）
 ランチバッグ時：約 190×220×90mm

（間口 310mm）
素　材 綿・ポリエステル・レーヨン混
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 各柄 60

単価 参考上代 ￥465.D42384

単価 参考上代 ￥400.D62169

単価 参考上代 ￥465.D62385

単価 参考上代 ￥700.D33584

単価 参考上代 ￥935.D34783

単価 ￥198

単価 ￥180

単価 ￥198

単価 ￥298

単価 ￥398
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NEW  

よろこびの干支せっけん（寅）

品番 217034　
（000245）
サイズ 49×63×37mm
箱サイズ 64×94×46mm
素　材 石けん、紙
備　考  セット内容：石けん、屏風、前立て、毛氈、シール
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 100
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

NEW  

吉祥の寅土鈴（特小）

品番 217027　
（000250）
サイズ 55×50×35mm
箱サイズ 76×58×43mm
素　材 陶器
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 200

NEW  

吉祥の寅土鈴（小）

品番 217028　
（000300）
サイズ 69×63×45mm
箱サイズ 76×70×52mm
素　材 陶器
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 200

単価 参考上代 ￥245.D91188

単価 参考上代 ￥250.D71668

単価 参考上代 ￥300.D22025

単価 ￥98

単価 ￥138

単価 ￥168

G-114

在庫チェック!

在庫チェック!

在庫チェック!

ディスプレイするのもおすすめな、
渡しやすさも魅力のミニサイズの
ほっこり安らぐ特小土鈴。

Eto ceramic bell

Eto soap

年末年始のご挨拶といえばこの品。
ピュアな白さが際立つ
かわいらしい干支型土鈴です。

Eto ceramic bell

たくさんの感謝と願い、期待を込めて。
お正月にふさわしいお祝いムード一色の
華やかギフトコレクション。

2022

YEAR OF THE  TIGER

新しい年を清々しい香りで迎える
見た目も愛らしい干支型せっけん。

1

2

3

1

2

3



金の屏風と台座付きで見栄えの良さも嬉しい、
新年ならではのギフト。

Good luck charm

きらびやかな色彩が目にも心にも残る、
日本ならではのお祝い品。

Good luck charm

ねつけもパッケージも豪華な金づくし、
小さいながらも華やかなノベルティです。

Eto netsuke

カラー袋の中には丸型の干支ねつけ。
手渡ししやすいサイズも魅力です。

Eto netsuke

真心を伝えるお守りギフト。運勢表も
付いて話題性も兼ねたノベルティに。

Amulet with fortune list

NEW  

開運干支寅（みやび置物 中）

品番 217029　
（000380）
サイズ 74×72×43mm
箱サイズ 80×95×58mm
素　材 陶器
備　考  セット内容：置物、台、屛風、前立て
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 200

NEW  

開運干支寅（金銀土鈴）

品番 217030　
（000650）
サイズ 61×61×46mm
箱サイズ 85×158×60mm
素　材 陶器
備　考  セット内容：置物、台、屛風、前立て
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 100

NEW  

招福鈴付干支（寅）のお守り（運勢表付）

品番 217031　
（000120）
サイズ 全長約 110mm
素　材 陶磁器
梱包状態 化粧袋入
カートン入数 1000
※申込単位は100個となります。

NEW  日本製

金箔押し袋入りねつけ（寅）

品番 217032　
（000180）
サイズ 全長約 100mm
素　材 亜鉛合金、紙、真鍮、鉄、
 レーヨン
梱包状態 のし袋入
カートン入数 100
3 色アソート＊色・柄は指定できません。
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

NEW  日本製

招福干支丸ねつけ（寅）

品番 217033　
（000200）
サイズ 全長約 100mm
素　材 亜鉛合金、紙、真鍮、鉄、
 レーヨン、PET、エポキシ樹脂
梱包状態 のし袋入
カートン入数 100
3 色アソート＊色・柄は指定できません。
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

単価 参考上代 ￥380.D22648 単価 参考上代 ￥650.D54541

単価 参考上代 ￥120.D3827

単価 参考上代 ￥180.D61024 単価 参考上代 ￥200.D41148

単価 ￥220 単価 ￥378

単価 ￥68
単価 ￥85 単価 ￥95
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在庫チェック! 在庫チェック!

在庫チェック! 在庫チェック!
在庫チェック!

裏面には
運勢表付

モチーフ
アップ

モチーフ
アップ

袋には
金の箔押し

紫 緑朱 緑 紫 朱

モチーフ
アップ



さまざまな柄の
箸がランダムに
セットされています。

お正月ムードをより高めるお箸と
お子様たちに欠かせない
ポチ袋をセットで。

New year set

来客時にも重宝する、
ぜひ揃えておきたい祝箸セット。

Chopsticks 3P set

上品で美しい艶感が映える、
若狭塗のセットです。

Cutlery set

おみくじ付きでもっと盛り上がる♪
イベントやパーティーに最適なセット。

Good luck omikuji chopsticks

黒 朱

ポチ袋・祝い箸5Pセット

品番 207031　
（000150）
サイズ 箸：240×110×10mm
 ポチ袋：115×70×2mm
素　材 箸：木、ポチ袋：紙
備　考 セット内容：箸×5膳、ポチ袋×5袋
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 200

開運 おみくじ箸

品番 207047　
（000300）
サイズ 全長 225mm
素　材 木又は竹
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 300
※申込単位は100膳となります
多種取り混ぜ＊色・柄は指定できません。
※おみくじの種類は大吉、中吉、小吉、半小吉、
　半吉、末吉、吉の7種類が均等に入っています。

NEW  

お祝箸3膳セット

品番 217040　
（000063）
サイズ 全長 240mm
素　材 竹
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 200

NEW  日本製

和装卓上セット（市松文様）

品番 217036　
（000800）
サイズ 箸：全長約 225mm
 スプーン：全長約 195mm
箱サイズ 240×60×20mm
素　材 箸：木、スプーン：アクリル樹脂
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 120
2 色アソート＊色・柄は指定できません。

単価 参考上代 ￥150.D11084

単価 参考上代 ￥300.D61023

単価 参考上代 ￥63.D5465

単価 参考上代 ￥800.D73581

単価 ￥90

単価 ￥85

単価 ￥38

単価 ￥298
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一箱に

100膳
入り

箸袋が
おみくじに
なっています

裏面

内側に
運勢が

書かれています。

箸と
スプーンの
セット

箸は
市松柄入

2022

YEAR OF THE  TIGER



不動の人気の白タオルも、新年に
相応しい干支のパッケージで
印象づけを。

新年の挨拶回りに便利な
干支柄タオルは、名刺を添えて。

実用性の高いキッチンタオルも、
寅柄と名刺で印象づけて。

Eto face towel

ふせんも寅のイラスト
入り! 学校や職場
など幅広く使えます。

Eto kitchen towel

ピンク

イエロー

（表面）

（表面）

（裏面）

（ふせん）

（裏面）

絵馬 格子

Eto face towel

喜ばれること請け合いの、貼るタイプの
干支イラスト入りミニカイロ。

気軽に配れるキャッチーな形と
実用性を兼ねたキッチンスポンジ。

Eto mini hand warmer Eto kitchen sponge Eto pochi fukuro
& label

約
850
mm

約340mm

NEW  

干支ミニカイロ（寅）

品番 217039　
（000052）
サイズ 70×100mm
素　材 鉄粉、活性炭、バーミキュライト
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 400

NEW  

干支キッチンスポンジ（寅）

品番 217041　
（000078）
サイズ 100×93×30mm
素　材 ナイロン、ポリウレタン
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 200
2 色アソート＊色・柄は指定できません。

NEW  柄指定可  

干支寅フェイスタオル

品番 217381　絵馬
品番 217382　格子
（000165）
サイズ 約 850×340mm
素　材 綿
梱包状態 ポリ袋入（名刺ポケット付き）
カートン入数 各柄 300

NEW  

干支白フェイスタオル（寅）

品番 217043　
（000155）
サイズ 約 850×340mm
素　材 綿
梱包状態 ポリ袋入（名刺ポケット付き）
カートン入数 300

NEW  

干支キッチンタオル（寅）

品番 217042　
（000110）
サイズ 約 400×300mm
素　材 綿
梱包状態 ポリ袋入（名刺ポケット付き）
カートン入数 300

NEW  日本製

干支寅ポチ袋入ふせん

品番 217035　
（000200）
サイズ 95×59×6mm
素　材 紙
梱包状態 ぽち袋入
備　考 ふせん50枚
カートン入数 100
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

単価 参考上代 ￥52.D8467 単価 参考上代 ￥78.D8584

単価 参考上代 ￥165.D11186

単価 参考上代 ￥155.D61183 単価 参考上代 ￥110.D9827

単価 参考上代 ￥200.D61185
単価 ￥38 単価 ￥48

単価 ￥98

単価 ￥68単価 ￥98

単価 ￥98
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NEW  日本製

2022壁掛機能付き卓上カレンダー

品番 217050　
（000100）
サイズ 117×170mm×3mm
素　材 紙
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 200

NEW  名入れ可  日本製

モニモ2022卓上カレンダー

品番 217051　
（000220）
サイズ 125×150mm
素　材 紙
備　考 名入れ可能
梱包状態 裸（個包装ポリ袋添付）
カートン入数 200

NEW  名入れ可  日本製

2022卓上カレンダー（セブンカラーズ）

品番 217052　
（000320）
サイズ 150×180mm
素　材 紙、鉄
備　考 名入れ可能
梱包状態 裸（個包装ポリ袋添付）
カートン入数 100

NEW  名入れ可   

スタイリッシュ万年カレンダー

品番 217057　
（000280）
サイズ 75×140×3mm
素　材 ABS 樹脂、AS樹脂
備　考 名入れ可能
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 200

※申込単位は100個～となります。

単価 参考上代 ￥100.D9723

単価 参考上代 ￥220.D41126

単価 参考上代 ￥320.D71673

単価 参考上代 ￥280.D81786

単価 ￥60
単価 ￥93

単価 ￥139

単価 ￥148

G-118

在庫チェック!

在庫チェック!

在庫チェック!

在庫チェック!

インデックス付きで使いやすさが人気の
2022年版カレンダーです。

中面

壁掛け

中面

中面(裏)

書き込みしやすいベーシックデザインと明るく
カラフルな色使いが好評の人気カレンダー。

Desk calendar

Desk calendar

飽きずに使えるシンプルなデザインの
エコ度の高い万年カレンダー。
オフィスのデスクなどに。

Stylish endless calendar

DMで
送れる

プレートを
スライドさせれば
何年にもわたって
使用可能！

中面

名入れ位置・最大サイズ
タテ12×ヨコ60mm
版代P・プリント代D

名入れ位置・最大サイズ
タテ10×ヨコ110mm
1色：版代P・プリント代TA
箔押し：版代H・プリント代TB

名入れ位置・最大サイズ
タテ12×ヨコ140mm
1色：版代P・プリント代TA
箔押し：版代H・プリント代TB

2022

YEAR OF THE  TIGER

DMで送れるサイズの卓上カレ
ンダー。卓上・壁掛けどちらも 
可能な 2WAYタイプ。

Desk & wall calendar



ラベンダー
の香り

ヒアルロン酸
配合

ローズ
の香り

笑顔と元気を与えてくれる
絵詞が描かれた入浴料。
心安らぐラベンダーの香り。

Bath powder

A B

C D

 日本製

金太夫 絵詞付き 入浴料

品番 207050　
（000150）
サイズ 125×85×8mm
素　材 入浴料
カートン入数 800
4 種アソート＊色・柄は指定できません。
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

NEW  

開運干支貯金箱（寅）

品番 217049　
（000350）
サイズ 88×67×69mm
箱サイズ 90×70×70mm
素　材 陶器
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 120

NEW  日本製

干支ゴールドウェットティッシュ（寅）10枚

品番 217046　
（000105）
サイズ 85×145×10mm
素　材 不織布
備　考 10枚入り
 シートサイズ：約140×200mm
カートン入数 500
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

NEW  日本製

干支ロール（寅）

品番 217047　
（000090）
サイズ φ103×114mm
素　材 紙（再生紙）
梱包状態 包装紙
カートン入数 100
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

NEW  日本製

干支飴（寅）

品番 217044　
（000150）
サイズ 122×85×21mm
備　考  セット内容：飴×5、
 おみくじ×1
梱包状態 化粧箱入
カートン入数 100

日本製

招福の湯1包入

品番 167061
（000075）
サイズ 125×100mm
素　材 入浴剤（医薬部外品）
梱包状態 スリーブケース入
カートン入数 400

NEW  日本製

お芽でたおちょこ招き 白

品番 217045　
（000500）
サイズ φ43×48mm
素　材 種、土、陶器
梱包状態 無包装
カートン入数 144
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

NEW  日本製

干支BOXティッシュ（寅）40W

品番 217048　
（000135）
サイズ 120×220×34mm
素　材 紙
カートン入数 100
梱包割れ不可（入数をご確認ください）

単価 参考上代 ￥150.D4346

単価 参考上代 ￥105.D1581 単価 参考上代 ￥90.D5726

単価 参考上代 ￥350.D22385 単価 参考上代 ￥150.D41446

単価 参考上代 ￥75.D9583

単価 参考上代 ￥500.D93841

単価 参考上代 ￥135.D7702

単価 ￥28

単価 ￥48 単価 ￥60

単価 ￥198 単価 ￥120

単価 ￥48

単価 ￥320

単価 ￥58
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おちょこで育てる
縁起のよい赤松

〈おみくじ付〉

貯金口

ヒアルロン酸配合＋金の
パッケージで貰って嬉しい 
ノベルティです。

Eto wet tissue

取り出し口には
シール付き

体の芯から温まって
元気をチャージ。
様々なイベントで
配れる入浴剤。

Bath salt

40枚
入り ダブル

27.5m

可愛い
寅柄

赤松の種と土がおめでたい招き猫柄
おちょこに入った栽培シリーズ。

Omedeta ochoko maneki

明るくカジュアルなパッケージが
目を引く定番人気の BOXティッシュ。

Eto box tissue
来店プレゼントやお年賀、福袋…と
幅広い用途で使える干支ロール。

Eto toilet roll

招き猫風のかわいい干支の、
縁起が良さそうな貯金箱。

Eto bank
思わず笑顔になる寅柄の金太郎飴と
おみくじのセットです。

Eto candy



レッド ブルー

ブラック

名入れ位置・最大サイズ
タテ20×ヨコ60mm
版代P・プリント代E

※1

スマホでVR体験
YouTubeで無料で楽しめる！

名入れ位置・最大サイズ
タテ20×ヨコ60mm
版代P・プリント代E

オリジナル
プリント対応
2,000個～
※詳しくは
お問い合わせ
ください

スマートフォンに対応する
VRコンテンツの動画を手軽に
体験することができるゴーグルです。

既にWEB上に存在する50万本以上のVR
コンテンツ動画を、今すぐ体験・体感出来ます!

自社のV Rコンテンツの紹介ツールとしても便利

〝VR 動画〞や〝360 VR〞などをスマートフォンで検索すると、既に
50万本以上のVRコンテンツを検索する事が出来ます。いろいろ
な空間や体験を無料で体感が出来るコンテンツも沢山あります。
更にVRの技術を使用して、観光案内、施設案内、操作説明・学習、
会社案内など、実際に体験しなくては説明できなかった空間を、
事前に提案する事ができ、効率アップをはかる企業なども続々と

遂に登場!! 〝高画質VRヘッドマウントボックス〞

スマートフォンをセットするだけ!
360度見渡せる！
その場にいるような没入感!

※1 VR（バーチャルリアリティ）とはコンピューターなどによって作り出されたサイバースペースをあたかも現実のように体験する技術のこと

多品種のスマート
フォンに対応

位置調整穴 画面操作穴

スマートフォンを
レンズに向けてセット!!▶ すぐ使える！

日本製レンズで、高画質・広範囲で
綺麗に見る事ができ、
驚きの没入感を体感出来ます！

VR 360 検索

▶ 無料で楽しめる！

▶ ココが違う！
高品質非球面レンズ（独自設計の日本製オリジナルレンズ）
※他社商品は球面レンズ、板状のフレネルレンズが多い

メガネと同じ仕組み
非球面レンズで隅 ま々でくっきり

直径36㎜と大きい
本体の枠が視界に入らず高い没入感

Made in Japan

スマートフォンを
使用します。

施設案内 操作説明
・学習

内覧会
会社案内観光案内

増えてきています！今回ご紹介するVRヘッドマウントボックスは、
そんなVRの世界を、簡単にスマートフォン（2画面モード)を利用
して、360度見渡すことができ、あたかもその場所にいるかのよ
うな体験をする事が出来ます。テレビなどでは実現出来なかった
3次元仮想現実の新しい世界を是非、体感してください。VR市場は、
TV市場を抜くのではないかと、今最も注目されている市場です。

新し
い販

促ツ
ール

とし
て !

驚き
の仮

想現
実体

験！

手軽
にVR動

画が
楽し
める

!

色指定可  名入れ可  日本製

VRヘッドマウントボックス

品番 177511　ブラック
品番 177512　レッド
品番 177513　ブルー
（000840）
サイズ 組立時：90×160×100mm
素　材 紙、アクリル
備　考 名入れ可能
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 各色 200

名入れ可  

VRスマートゴーグル

品番 177113
（000465）
サイズ 組立時：85×145×85mm
素　材 紙、アクリル
備　考 名入れ可能
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 200

単価 参考上代 ￥840.D84201

単価 参考上代 ￥465.D62384

単価 ￥350
単価 ￥198

G-120



●DMハガキはなるべく商品と同時にご発注ください。
●DMハガキのサイズはすべて104× 146mmです。
●DMハガキの申込単位は50枚です。
●  DMハガキの宛名面は、レーザープリンターには対応しておりません。
　（インクジェットプリンターによる印字は可能ですが、専用紙ではありませんので、
 　インクが載りにくい場合があります。）

イベントDMや
フェア告知DMとして
ご利用いただけます。

▲宛名面

販促・イベント告知のアピールに役立つダイレクトメールを、
貴店のキャンペーンのご案内にご活用ください。

低予算で効果的な告知ができ、集客が見込めます。

DM
単価 6円 
申込単位 50枚

コレクションＤM

D-001

掲載ページ：F-014・G-002
DM品番 212009
プラルシェ・ドロールバッグ

商品品番 211009　商品単価 ￥398

D-018

掲載ページ：F-015・G-016
DM品番 214005

プラルシェ・マルチマスクポーチ（抗菌加工）
商品品番 213005　商品単価 ￥330

D-019D-016

掲載ページ：F-014
DM品番 212007
プラルシェ・トートバッグ

商品品番 211007　商品単価 ￥398

掲載ページ：F-014
DM品番 212008
プラルシェ・ポーチ

商品品番 211008　商品単価 ￥198

D-017

掲載ページ：F-013・G-016
DM品番 216012
グランフラワー・ポケット付き
フラットポーチ（抗菌加工）

商品品番 215012　商品単価 ￥298

マスクケース
としても

2ヶ所に収納できます

フロント
ポケット
付き ！

※生地の取り都合により、柄の出方が
　写真と異なる場合があります。

フラットながら外ポケット付きなので
収納力も◎。ポケットはマスク入れ
として利用しても便利です。

グランフラワー・
ポケット付きフラットポーチ（抗菌加工）
おひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／約130×200mm

内生地

D-015

D-024

掲載ページ：F-020
DM品番 178014
カラーパレットフラワーポーチ

商品品番 177014　商品単価 ￥160

掲載ページ：F-015・G-016
DM品番 208012

アトリエ・マルチマスクポーチ（抗菌加工）
商品品番 207012　商品単価 ￥330

D-020 D-022
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も
気
分
も
ブ
ラ
ッ
シュ
アッ
プ
。

自
然
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
プ
リ
ン
ト
は

ど
ん
な
シ
ー
ン
に
も
馴
染
み
ま
す
。

プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／ 約230×190×170mm
　　　　 （間口360mm）

ドゥ スヴェニール・コットントートバッグ
おひとつ差し上げます。

掲載ページ：F-017
DM品番 194009

ドゥ スヴェニール・コットントートバッグ
商品品番 193009　商品単価 ￥298

掲載ページ：F-016
DM品番 216006
ウォームチェック・トートバッグ

商品品番 215006　商品単価 ￥398

丈
夫
で
使
い
や
す
い
キ
ャ
ン
バ
ス
生
地
の
バ
ッ
グ
。
　

チ
ェ
ッ
ク
×
ツ
イ
ー
ド
が
お
し
ゃ
れ
な
ア
ク
セ
ン
ト
。

ウォームチェック・トートバッグ
おひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／約200×220×120mm
　　　　（間口340mm）
※生地の取り都合により、柄の出方が
写真と異なる場合があります。

D-021

掲載ページ：F-018
DM品番 216022
千鳥柄ツイードスリムポーチ

商品品番 215022　商品単価 ￥198

大
人
の
女
性
に
似
合
う
の
は
、

こ
ん
な
上
品
な
デ
ザ
イ
ン
。

優
し
い
色
合
い
が
魅
力
の

ツ
イ
ー
ド
生
地
ポ
ー
チ
。

千鳥柄ツイードスリムポーチ
いずれかおひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／約120×150×20mm

グレー

ピンク

D-023

D-001

掲載ページ：F-001・G-006
DM品番 212301

ローズコサージュポータブルバッグ
商品品番 211301　商品単価 ￥280
商品品番 211302　商品単価 ￥280

D-002

キャメル

ネイビー
※風合いの良い加工を施すため、製造工程上
　サイズに多少バラつきがございます。

ラフに巻くだけでもサマになる
シックなカラーがお洒落な
大人にこそ似合う上品マフラー。

約2000mm

約
300
mm

カシミヤスタイルマフラー
いずれかおひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／約300×2000mm（フリンジ含む）

掲載ページ：F-002
DM品番 216008
カシミヤスタイルマフラー

商品品番 215008　商品単価 ￥358

D-003

キャメル

ネイビー

※風合いの良い加工を施すため、製造工程上
　サイズに多少バラつきがございます。

カシミヤの滑らかな質感を
表現した高級感ある
本物志向のストール。
多彩なアレンジが楽しめます。

約2000mm

約
680
mm

カシミヤスタイルストール
いずれかおひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／約680×2000mm（フリンジ含む）

掲載ページ：F-002
DM品番 216009
カシミヤスタイルストール

商品品番 215009　商品単価 ￥498

D-004

約1800mm

約
500
mm

モカ

ピンク グレー

毎年人気、ジャガード織の
ペイズリー柄が際立つ上品なストール。
どの色も合わせやすいので
コーデを選ばず使えます。

バイラール ジャガードストール
いずれかおひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／約500×1800mm

掲載ページ：F-003
DM品番 216061
バイラール ジャガードストール

商品品番 215061　商品単価 ￥298

掲載ページ：F-003
DM品番 216007

パッカブルキルティングマフラー
商品品番 215007　商品単価 ￥448

ベージュ

グレー

〈収納時〉

〈収納時〉

ポケットに
コンパクト
収納

サ
ラ
ッ
と
し
た
肌
触
り
な
が
ら

中
綿
入
り
な
の
で
驚
く
ほ
ど
温
か
い
。

外
側
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
し
ま
え
ば

コ
ン
パ
ク
ト
に
持
ち
運
べ
ま
す
。

パッカブルキルティングマフラー
いずれかおひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／使用時：約140×860mm
　　　　収納時：約130×130×60mm

D-005

掲載ページ：F-004
DM品番 216060

ロミーナ フェイクファーウェーブスヌード
商品品番 215060　商品単価 ￥398

ベージュ グレー

ピンク

コ
ー
デ
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
も
な
る

カ
ラ
ー
と
う
ね
が
特
徴
的
。

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
と
防
寒
の
ど
ち
ら
も
叶
え
る

お
洒
落
小
物
で
こ
の
秋
冬
は
決
ま
り
！

ロミーナ フェイクファーウェーブスヌード
いずれかおひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／約180×780mm

D-007

掲載ページ：F-004
DM品番 216062

ヴィーナ スマホタッチグローブ
商品品番 215062　商品単価 ￥398

寒
い
屋
外
で
の
ス
マ
ホ
操
作
は

ス
マ
ホ
タ
ッ
チ
が
で
き
る
グ
ロ
ー
ブ
で
快
適
に
。

ス
リ
ム
シ
ル
エ
ッ
ト
の
グ
ロ
ー
ブ
な
ら

見
た
目
の
印
象
も
エ
レ
ガ
ン
ト
に
演
出
し
ま
す
。

親指と人差し指の
指先部分には
タッチパネルに

対応する生地を使用
しています。

ヴィーナ スマホタッチグローブ
おひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／全長約240mm（レディースフリー）

D-008

掲載ページ：F-006・G-086
DM品番 216047

イルムス・ビッグフリースブランケット
商品品番 215047　商品単価 ￥398

約
900
mm

約1200mm

イルムス・ビッグフリースブランケット
おひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／約900×1200mm

優しい色合いとナチュラル系デザインが心地良い。
くつろぐ時やデスクワーク、車での移動中などシーンを
選ばず使える大き目サイズのブランケット。

イルムスはスカンジナビアンモダンをコンセプト
としたライフスタイル専門店です。北欧ブラ
ンドを中心に家具や雑貨、ギフトカタログなど
を取り揃え、暮らしを豊かにするアイテムを
ご紹介しています。

D-009

掲載ページ：F-004
DM品番 216020
フラーフ ファーマフラー

商品品番 215020　商品単価 ￥368

グレー

ピンク

フ
ァ
ー
な
ら
で
は
の
リ
ッ
チ
な
温
も
り
と

品
の
良
い
カ
ラ
ー
リ
ン
グ
が

コ
ー
デ
を
格
上
げ
す
る
高
見
え
マ
フ
ラ
ー
。

差
込
む
だ
け
の
手
軽
さ
も
高
ポ
イ
ン
ト
。

フラーフ ファーマフラー
いずれかおひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／約130×860mm

D-006

掲載ページ：F-011
DM品番 216016
トゥーネ・ラウンドポーチ

商品品番 215016　商品単価 ￥298

シンプル＆スタイリッシュな
デザインながら
ラウンドシルエットで
柔らかな印象のポーチに。

トゥーネ・ラウンドポーチ
おひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／約100×145×55mm

D-013 D-014

掲載ページ：F-013
DM品番 216010
グランフラワー・トートバッグ

商品品番 215010　商品単価 ￥468

※生地の取り都合により、柄の出方が
　写真と異なる場合があります。

グランフラワー・トートバッグ
おひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／約230×250×110mm

間口：
マグネット
仕様

自立するスクエア型のトートバッグ。
シルバーの持ち手がさらに
華やかさを演出します。

D-011

掲載ページ：F-009
DM品番 212003
ソレスタ・ポケット付きバッグ

商品品番 211003　商品単価 ￥398

掲載ページ：F-007
DM品番 216064
リボア ルームシューズ

商品品番 215064　商品単価 ￥320

家でも足元もお洒落は忘れずくつろぎたい。
リボンの甘めデザインが女性らしい
ふわふわボアのルームシューズ。

裏面は
すべりにくい
素材を使用

リボア ルームシューズ
おひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／全長約260mm

D-010

プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／ 約280×210×130mm
　　　　 （間口340mm）

ルシアン トートバッグ
おひとつ差し上げます。

メッ
シュ
風
型
押
し
生
地
の
技
あ
り
デ
ザ
イ
ン
。

華
の
あ
る
光
沢
と
ホ
ワ
イ
ト
の
ク
リ
ー
ン
さ
が
好
印
象
。

D-012

掲載ページ：F-010
DM品番 194004
ルシアン トートバッグ

商品品番 193004　商品単価 ￥398



D-002

掲載ページ：G-076
DM品番 202022

収納王子コジマジック・マチ広レジバッグ
商品品番 201022　商品単価 ￥198

D-038 D-039

掲載ページ：G-077
DM品番 202021
収納王子コジマジック・

スマートレジャークーラーバッグ
商品品番 201021　商品単価 ￥498

掲載ページ：G-075
DM品番 202026
収納王子コジマジック・
4セパレートマルチケース

商品品番 201026　商品単価 ￥298

D-037

掲載ページ：G-007・G-082
DM品番 212012

京都くろちく・ぽーたぶるれいん
えこばっぐ（はっ水加工）（花七宝）

商品品番 211012　商品単価 ￥238

D-035 D-036

掲載ページ：G-017・G-085
DM品番 202017

京都くろちく・まるちますくぽーち
商品品番 201017　商品単価 ￥248

D-033

掲載ページ：G-003・G-080
DM品番 198019

京都くろちく・お手玉えこばっぐ（椿）
商品品番 197019　商品単価 ￥198

D-034

掲載ページ：G-003・G-080
DM品番 212013

京都くろちく・お手玉えこばっぐ（縞小紋）
商品品番 211013　商品単価 ￥198

D-032

掲載ページ：G-003・G-080 
DM品番 202018

京都くろちく・お手玉えこばっぐ（小紋市松）
商品品番 201018　商品単価 ￥198

D-030

掲載ページ：F-038
DM品番 208008

エアバスピロー
商品品番 207008　商品単価 ￥258

D-031

掲載ページ：F-050
DM品番 206321
クルーク・スマホネックポーチ

商品品番 205321　商品単価 ￥278
商品品番 205322　商品単価 ￥278
商品品番 205323　商品単価 ￥278

D-025

掲載ページ：F-021
DM品番 214015
ロザリタ・コットンポーチ

商品品番 213015　商品単価 ￥198 掲載ページ：F-036
DM品番 206101

ロマージュ・フラワーソープ（ローズブーケ）
商品品番 205101　商品単価 ￥348

D-028

掲載ページ：F-036
DM品番 206103

ロマージュ・フラワーソープ（ローズ9P）
商品品番 205103　商品単価 ￥428

D-029D-026

掲載ページ：F-021
DM品番 172012
ラウラ・ボックスポーチ

商品品番 171012　商品単価 ￥238

D-027

掲載ページ：F-021
DM品番 172013

ラウラ・ポーチ
商品品番 171013　商品単価 ￥198

掲載ページ：G-078
DM品番 202023
収納王子コジマジック・

2WAYポータブルラージクーラーバッグ
商品品番 201023　商品単価 ￥498

D-041 D-042

掲載ページ：G-079
DM品番 212361
京都くろちく・保冷巾着とーと

商品品番 211361　商品単価 ￥298
商品品番 211362　商品単価 ￥298

D-040

掲載ページ：G-078
DM品番 212017

収納王子コジマジック・ポータブルマチ広クーラートート
商品品番 211017　商品単価 ￥278

D-044

掲載ページ：G-080
DM品番 212022

京都くろちく・箸と箸置き二組せっと
商品品番 211022　商品単価 ￥298

D-043

掲載ページ：G-079
DM品番 212351

京都くろちく・保冷巾着しょっぴんぐばっぐ
商品品番 211351　商品単価 ￥398
商品品番 211352　商品単価 ￥398

D-046

プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／ L      ：65×110×110mm
　　　　 M     ：57×98×98mm
　             S ：48×85×85mm
　　　　SS ：40×73×73mm

京都くろちく・保存容器4個せっと
おひとつ差し上げます。

※「京都くろちく」ブランドの商品は（株）くろちくとの契約及び
　監修に基づいて企画・製作されたノベルティ商品です。

容量 （M） 400ml

入れ子式で
コンパクトに収納

京都くろちく・保存容器4個せっと

かわいらしいモダンな柄に心和む
“華”を演出するデザイン。
コンパクトに収納できるのも高ポイント。

容量 （L） 600ml

容量 （S） 250ml

容量 （SS） 150ml

掲載ページ：G-084
DM品番 194011

京都くろちく・保存容器4個せっと
商品品番 193011　商品単価 ￥298

掲載ページ：G-083
DM品番 196016

京都くろちく・
ひとひらぽーたぶるれいんばっぐ（はっ水加工）
商品品番 195016　商品単価 ￥238

D-045

掲載ページ：G-087
DM品番 216046
イルムス・ビッグプレート

商品品番 215046　商品単価 ￥328

カレー皿やパスタ皿として使用したり、
スイーツを並べたり。
幅広く使える便利な大皿も人気ブランドなら
お洒落な “華”になります。

ピンク

ブルー

イルムスはスカンジナビアンモダンをコンセプト
としたライフスタイル専門店です。北欧ブラ
ンドを中心に家具や雑貨、ギフトカタログ
などを取り揃え、暮らしを豊かにするアイテム
をご紹介しています。

イルムス・ビッグプレート
いずれかおひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／φ220×45mm

D-047

掲載ページ：G-087
DM品番 216044
イルムス・レンジパック小鉢

商品品番 215044　商品単価 ￥248

空気弁付き

ピンク ブルー

小鉢としてだけでなく
保存容器としても使える利便性が嬉しい。
フタをしたまま電子レンジ OK。

イルムス・レンジパック小鉢
いずれかおひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／φ95×65mm

イルムスはスカンジナビアンモダンをコンセプト
としたライフスタイル専門店です。北欧ブラ
ンドを中心に家具や雑貨、ギフトカタログ
などを取り揃え、暮らしを豊かにするアイテム
をご紹介しています。

D-048

掲載ページ：G-087
DM品番 216045

イルムス・レンジパック小鉢2Pセット
商品品番 215045　商品単価 ￥488

空気弁付き

ピンク

ブルー

冷蔵庫から出してそのまま温めもできる優れもの。
用途に応じて使い分けられる 2P セット。 
フタをしたまま電子レンジ OK。

イルムス・レンジパック小鉢2Pセット
おひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／φ95×65mm

イルムスはスカンジナビアンモダンをコンセプト
としたライフスタイル専門店です。北欧ブラ
ンドを中心に家具や雑貨、ギフトカタログ
などを取り揃え、暮らしを豊かにするアイテム
をご紹介しています。

D-049

掲載ページ：G-092
DM品番 196025
ブランジェリー メール・
真空ステンレスフードポット

商品品番 195025　商品単価 ￥498

D-051

掲載ページ：G-087
DM品番 216043

イルムス・スクエアカッティングボード
商品品番 215043　商品単価 ￥268

特別な日だけでなく、毎日の食事でも活躍。
切った後そのままお皿としても使える
ガラス製カッティングボードも、かわいい柄でセンスアップ。

ピンク

ブルー

滑り止めゴム付き

イルムス・スクエアカッティングボード
いずれかおひとつ差し上げます。
プレゼントは無くなり次第終了させて頂きます。
サイズ／200×200×7mm

イルムスはスカンジナビアンモダンをコンセプト
としたライフスタイル専門店です。北欧ブラ
ンドを中心に家具や雑貨、ギフトカタログ
などを取り揃え、暮らしを豊かにするアイテム
をご紹介しています。

D-050



商品素材まめ知識
身のまわりの商品に使われている素材の特徴や略語についてポイントをご説明します。
当カタログをはじめ、様々な商品購入の際のより良い選択にお役立てください。

肌に直接触れる衣類やタオルなどに最も多く使われている繊維。
肌触りがよく、丈夫で、吸水性、保温性、耐熱性、防暑性、耐洗濯
性に優れていて扱いやすい。染色しやすい反面、汗や水や日光
により色落ちしやすく、縮んだりしわになりやすいので注意。

■ 綿、コットン

ゴムノキの樹液を原料として作られる天然ゴムと、天然ゴムを科
学的に製造した合成天然ゴム（IR）があり特徴は似ている。高
強度、耐摩耗性、耐寒性などバランスはとれているが、耐候性、
耐油性、耐薬品性、耐熱性に劣る。トラックのタイヤ、ホース、ベ
ルト、靴底などに使われる。

■ 天然ゴム

非常にさびにくい金属で耐食性、耐酸性、耐熱性に優れてい
る。包丁、カトラリーなど台所用品に多く使用される。

■ ステンレス

軽量で、加工性、耐食性、耐久性に優れている。耐食性や耐摩
耗性を向上させるアルマイトという表面処理をして使うこともあ
る。スポーツ用品、航空機などに使用されている。

■ アルミニウム合金

天然ゴムの代用として開発され、低価格で汎用ゴムとして幅広
く使われている。耐候性、耐熱性、耐摩耗性、耐弾性に優れ、耐
油性も天然ゴムより優れているが、耐寒性や引き裂き強度では
劣る。自動車タイヤ、運動用具、靴底などに使用されている。

■ スチレンブタジエンゴム、SBR

シリコーン樹脂（シリコーンを主成分とする合成樹脂）のうち、ゴ
ム状のもの。耐熱・耐水・耐薬品性、耐オゾン性に優れている
事から、シーリング剤や保護用素材に使われ、自動車関連部品、
食品関連機器部品などにも多用されている。また人体にも優し
く、医療分野では弾性材料や繊維材料として利用されている。

■ シリコーンゴム

無色透明の糖蜜状液体で多くが植物油から作られる。アルコー
ルに可溶、エーテルに難溶、水に非常に溶けやすく吸湿性が強
い特性がある。この保水性を生かして、化粧品、水彩絵具によく
使われる。毒性がほとんど無いことから、医療分野では利尿薬、
脳圧降下薬、浣腸液、目薬など様々に用いられる。

■ グリセリン

3年間農薬や化学肥料を使わない農地において農薬や化学
肥料を使わず栽培された綿。オーガニックコットンの製品の多く
は、綿を収穫した後、製品になるまでの様々な加工工程でも化
学薬品などの使用を最小限に減らして製造される。自然のまま
の風合いを残していることが多く、化学物質に敏感な人に適し
ているといわれている。汗や日光や蛍光灯による色落ちがあり、
洗濯時は乾燥機や蛍光洗剤の使用は避ける。
※栽培時から製造段階においても地球環境にやさしい。

■ オーガニックコットン（有機栽培綿）

蚕の繭からとれる繊維。天然繊維の中では最も細く強いので、
薄くて軽く柔らかい布ができる。吸放湿性、通気性が高く、肌触
りがなめらかで上品な光沢もあり、高級おしゃれ着や肌着の素
材に多く使われる。日光で黄変したり、変色やしみ、虫に食われ
やすいので、家庭での洗濯や保管など取り扱いには注意が必要。

■ 絹、シルク

亜麻（あま・リネン）、苧麻（ちょま・ラミー）の茎からとれる繊維。強
度、耐久性に富み、水に濡れると更に強度が増し洗濯に強い。リ
ネン類といえば、シーツ、ナプキン、テーブルクロスなどのベッドやテ
ーブル周り用品の総称で人気が高い。綿より吸水性が高く水分
蒸発も早く、涼感、肌触りのよさ、シャリ感が特徴で、夏物衣類に
多く使われる。日光や汗や洗濯による変退色がおこりやすく、着
用や洗濯での摩擦による毛羽立ち（白化）やシワになりやすい。

■ 麻、リネン

羊からとれる繊維。アルパカ、アンゴラ、カシミア、キャメルの高
級繊維もウールの一種。保温性が高く湿度調整ができ撥水性
もあるので、冬物衣類に多く使われる。また、弾力性、難燃性に
優れ、高級カーペットやカーテンなどにも使用される。染料となじ
みがよく色落ちしにくい。虫に食われやすく水により縮みやすい
ので、洗濯や保管には注意が必要。

■ 毛、ウール

羽毛はダウンまたはダウンフェザーとも言われ、鳥の胸からとれる
小さく柔らかな毛。空気のように超軽量で保温性に大変優れて
いる。フェザーは鳥の羽根のことで硬質の軸があり羽毛（ダウ
ン）とは区別されているが、言葉は混用されることも多い。羽毛、
羽根ともに軽く保温性に優れ、衣類や寝具の中綿として利用さ
れる。洗濯や保管などの取り扱いには注意が必要。

■ 羽毛、ダウン

ポリアミド樹脂という非常に強い樹脂を糸にした、軽くて非常に
強い合成繊維。コーティング（塗布）やラミネート（貼り合せ）に
向き、粘性や引き裂きに強いので、スポーツ用品や、パラグライ
ダーやパラシュートやエアバッグなどの安全性が要求される用
途に使われる。また、合成繊維の中では静電気が起きにくく肌
になじみやすいので、女性用下着やストッキングに使われる。カ
ビや虫食いの心配がすくなく、保管が安易。耐光性が悪く、紫
外線により黄変することがある。

■ ナイロン

ポリエチレンテレフタレート（PET）という非常に劣化しにくい強
い樹脂を糸にした、ナイロンに次いで強い合成繊維。軽く、耐熱
性、弾力性に優れ、しわになりにくい特性を持つ。ほとんど水を
吸わず速乾性が高いが、静電気が起きやすいため綿やウール
と混紡され使われることが多い。最もリサイクルしやすい織物
で、燃やしても有害なダイオキシンはほとんど出ない。またドライ
クリーニングの必要がない。

■ ポリエステル

ゴムのように伸びる伸縮自在の弾性の合成繊維。様々な素材
との組合せが可能で、ボンディング（張り合わせ）フィルムコーテ
ィング、合成皮革などに加工される。また軽くて丈夫、体になじみ
やすくフィット感があり、衣料はじめシート、サポーターやテーピン
グなど幅広い分野で様々な用途に使用されている。塩素、光、カ
ビにより黄変や劣化を招くことがある。

■ ポリウレタン（PU）

絹に似せて木材パルプから作った再生繊維。土中では自然に
分解され、燃やしても灰が残らず環境に優しい。絹に似た光沢
やさらっとした手触りが特徴で、吸水性、染色性に優れ静電気
も起こりにくいので洋服の裏地などに多く使われる。しわになり
やすく、水に濡れると強度も弾力も弱くなる。
※燃やしても有害ガスは発生しない。

■ レーヨン

生地に碁盤の目状に2本撚りの糸を縫い込み、万が一、生地が
裂けてもそれ以上の進行を防ぎます。一般的な織り方のポリ
エステルよりも丈夫なポリエステルを使用しています。
※下記参照

■ リップストップポリエステル

透明で軽く強度が高く、耐衝撃性、耐熱性、不燃性に優れてい
る。紫外線、太陽光線にも強く、長期使用による変化が少ない
が、アルカリ剤や溶剤に弱い。防弾ガラス、CD、MD、自動車の
ランプレンズ、航空機の窓、水中メガネ、高速道路の防音壁、カ
ーポートなどに使われている。

■ ポリカーボネート（PC）

透明で強度もあり、薬品にも強く、ガスを通さない。絶縁材料、
光学用機能性フィルム、しょうゆ・酒類・飲料水などのボトルに使
用されている。いわゆるペットボトルとしての使用が急増してい
る。ポリエステルは、この樹脂を再生してできた繊維。
※燃やしても有害ガスは発生しない。

■ ポリエチレンテレフタレート（PET）

世界で初めて植物以外の原料より、人工的に合成されたプラ
スチック。電気的、機械的特性が良好で、合成樹脂の中でも特
に耐熱性、難燃性に優れるという特徴を持つ。耐油、耐薬品性
も高いが、アルカリには弱い。通常はフィラーや繊維の連結材と
して用いられる。また、耐熱性が要求される自動車部品や、絶縁
体などとして電気製品に利用されている。

■ フェノール樹脂

柔軟性に富み、耐候性、耐薬品性、透明性、着色性に優れて
いる。熱を加えると溶融し再利用可能となる熱可塑性の特長が
あり、リサイクル用途に多用されている。接着剤、塗料、靴底、パ
ッキンなど幅広く使用されている。
※燃やしても有害ガスは発生しない。

■ エチレン酢酸ビニル樹脂（EVA）

スチレンを単体重合させたポリスチレン。ゴム分を含まないので
透明性・剛性が高く、成形加工性に優れている。

■ ジェネラルパーパスポリスチレン（GPPS）

乾燥が充分にされると硬さと柔軟性を備える。竹の種類は多く、
世界で600種から1200種あるといわれる。短期間で成長する
竹を利用した竹集成材も資材として活用されている。

■ 竹

ヤシ科のつる性植物で、家具素材やカゴなどに使われる。
■ 籐、ラタン

コウゾ、ミツマタ、ガンピなど繊維の長い植物の皮を原料とし、強
靱で薄く風合いが美しい。保存性、耐久性にも優れている。

■ 和紙

陶器と磁器との区分も曖昧だが、一般的な分類では、磁器は花
崗岩など風化した石を原料とし、半透明性で光沢があり吸水性
がなく、陶器より硬く、軽くたたくと金属音がする。陶器は粘土を
主原料に使い、吸水性がある素地で表面は柔らかい感じがし、
たたくと鈍い音がする。
※リサイクル陶磁器：一般家庭からの不要食器や製造工程で排
出される不要物を細かく砕き原料と混ぜ、再焼成した陶磁器。

■ 陶磁器

人工原料のため粒子が非常に小さく均一状態で、特定の機能
に特化したものが作られる。絶縁部品、耐熱食器、セラミックス
包丁やはさみなど優れた性能の商品が作られ、幅広い分野で使
用されている。

■ ファインセラミックス

ケイ酸塩ガラスがほとんどで、無色透明で表面がなめらか。グラ
スなどの日用品、窓ガラスに使われ、金属酸化物を加えることで
美しい色彩が作られる。

■ ガラス

■カタログ掲載商品に関する品質管理について  ■ 生産ロット毎による同一商品のカラー差異について

■ 熱可塑性エラスト ）RPT（）EPT（ーマ
プラスチックとゴムの中間の性質を持ち、ゴムのように軟らかく
プラスチックのように簡単に加工ができる。
ゴムに近い軟性のものからプラスチックに近いものまで幅広く、
チューブ、グリップなど様々な分野で使われている。
リサイクルが可能なため、従来のゴムに代わり近年、その需要は
伸びている。厳密にはゴム（ラバー）ではないので、TPEが正し
いが、便宜上TPR（熱可塑性ゴム）と呼称される事もある。
主成分となるプラスチックによって、スチレン系（TPS）、オレフィ
ン系（TPO）、塩ビ系（TPVC）、ポリエステル系（TPEE）、ポリ
ウレタン系（TPU）、ナイロン系（TPA）など様 な々種類がある。

最も生産量の多いプラスチックのひとつ。軽くて柔らかく、油や
薬品に強く成型加工しやすく、様々な用途に利用されている。
高密度ポリエチレン（HDPE）は剛性がありスーパーのレジ袋や
灯油缶やバケツなどに使用され、低密度ポリエチレン（LDPE）
はラップ、包装用フィルム、ラミネートなどに使用されている。
※燃やしても有害ガスは発生しない。

■ ）EPDL（）EP（ンレチエリポ

透明で着色しやすいが、硬く傷つきやすく割れやすい。カップな
どの食品容器、CDケース、OA機器や電化製品の外側、プラモ
デルなどに使われている。ポリスチレンを数十倍発泡させたもの
が発泡スチロールで、軽くて断熱性、衝撃吸収性に富んでいる
ため食品トレーや梱包材として使われている。熱に弱く、ベンジ
ンやシンナーに溶ける性質がある。

■ ポリスチレン（PS）

ポリスチレンの衝撃強度の低さを補う為ゴム類を加え、耐衝撃
性を向上させた樹脂。耐衝撃性に優れ、成形加工性、着色性
が良い。
食品包装や容器、電気･電子機器部品、ＯＡ機器のハウジング
その他外装品など、幅広く用いられている。

■ 耐衝撃性ポリスチレン（HIPS）

ポリスチレンより耐熱性、耐衝撃性に優れ、表面が傷つきにく
い。化粧品容器や電化製品の外側などに使われている。

■ アクリロニトリルスチレン（AS）樹脂

不透明で硬くて衝撃に強く、表面外観への印刷性に優れてい
る。熱や強い直射日光にあてて長時間放置すると、劣化するこ
とがある。OA機器や電化製品、自動車部品、家庭用品、おもち
ゃなど幅広く使用されている。

■ アクリロニトリル・ブダジエン・スチレン（ABS）樹脂

水に浮き、PEに似ているがPEより耐熱性に優れ、硬質で引っ
張り強度や折り曲げ強度が高く、成型も容易。蝶番のないふた
と本体の一体型の容器、荷造りひも、コンテナ、食器、シール容
器、レトルト食品の包装などに使われている。また耐熱温度が
90～140℃と高いため電子レンジ用容器にも使われている。
※燃やしても有害ガスは発生しない。

■ ポリプロピレン（PP）

丈夫で酸素を通さない。他の成分と複合させ耐熱性や強度を
高めた物など多様性に富み、ファスナーや釣り糸、レトルト食品
の袋のほか、自動車部品や繊維など幅広く使われている。

■ ナイロン、ポリアミド（PA）

■ ポリ塩化ビニル（PVC）
塩ビとも呼ばれ、燃えにくく、水、空気を通さない。添加剤の加え
方で、軟質にも硬質にもなる。ビニル手袋やビニルシート、電線
のコード、パイプや雨どい、プラスチック消しゴムなど幅広く利用
されている。

ウールに似た性質を持つ合成繊維で、軽く柔らかくしっとりとし
た感触があり、美しい色に染まる。保温性が高く、毛やポリエス
テルより軽く、弾力性がありしわになりにくい。毛布、冬物のセー
ターなどに多く使われるが、毛玉や静電気が起きやすい。カビや
虫食いの心配がすくなく、保管が安易。

■ アクリル

透明性が高く、耐候性に優れ、表面硬度が高く光沢がある。ガ
ラスに匹敵する透明度や高い屈折率を持ち、有機ガラスと呼ば
れることもある。熱加工性がよく曲げても白化しない特徴があ
る。メガネのレンズやコンタクトレンズ、フォトフレーム、水槽、水
族館の窓ガラスなどに使われている。ベンジンやシンナーに溶
ける性質がある。

■ アクリル樹脂（PMMA）

化学繊維は人間が作った繊維で再生繊維・半合成
繊維・合成繊維の3つに大別され、現在は合成繊維
が最も多く生産されている。
ナイロン、ポリエステル、アクリル、が3大合成繊維。

化学繊維

燃やしても有害ガスは発生しないので地球環境に
やさしい。

天然繊維

プラスチック（合成樹脂）とは、熱や圧力を加える
ことにより塑性変形させて成形することができる
化合物の総称。ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポ
リスチレン、ポリプロピレンを4大汎用プラスチッ
クという。

プラスチック類

ゴムノキの樹液を原料として作られる天然ゴムと、
石油を原料として人工的に合成される合成ゴムに
大きく分けられる。

ゴム、グリセリン

熱処理で強さや堅さが調整でき、様々な用途に用いられる。さび
やすいという欠点は、塗装やメッキなどの表面処理で補われる。

■ 鉄

金属

様々な調度品、家具、建築物に使用されている。一本の原木か
ら切り出したものを「無垢材」と呼ぶ。小さな木の破片や薄い板
を集めて接着剤で貼り合わせたものは「木質材料」と呼び、集
成材、合板、パーティクルボードなどがあり、反りにくい性質、独
特の表情がある。

■ 木
木材

紙
植物繊維その他の繊維状の原料を水に溶かし、脱
水しながら薄いシート状にして乾かしたもの。一
般的な印刷用紙の他、色や模様を付けたり加工を
施し装飾的付加価値を高めた特殊紙、加工紙、高
機能を付与した機能紙などがある。

セラミックス・ガラス
セラミックスは、主に天然原料を使用し、
一般に陶磁器とよばれるクラシックセラ
ミックスと、人工原料により品質向上と安
定を図ったファインセラミックスの二つに
大きく分けられる。

■ リサイクルコットン
紡績工場や縫製工場の綿の裁断くずや落ちわたを集め、破砕
して糸を作ります。既に色が付いている綿のくずをリサイクル
するため、再度染色する工程が不要で、CO2の排出量や水の
使用量を減らせ、環境にやさしいのが特徴。欧米の製造小売
業を中心に採用が増えています。綿100％だけでなく、ポリエ
ステルなど他の素材と組み合わせても使われ、バリエーション
があります。また、回収や仕分けなどの手間が必要なため、コ
スト高になることが多いです。

生産ロット毎によるカラー差異についてご説明をさせていただきます。工場で生地を染色する際、同じタイミング
＝生産ロットで染色したものは同じ色に仕上がりますが、製造が変わる（染めた日が違う）と微妙に色が変わっ
てきます。色の違いは、微妙なもので分からない程度の場合が多いですが、染色条件によって大きく違って
しまうことがございます。例えば、染料の配合率の差が全く同じでも、その時の温度、湿度、染める量など、
諸条件により微妙に染め上がりの色が違ってくる場合があり、100％同じ色にならないという結果になることが
ございます。これらの生産ロット毎による色ブレは、残念ながら避けられない現象となります。明らかな色ブレが
生じないよう、生産ごとに生地の段階で検査確認を行っております。弊社では一定の許容範囲を設け、迅速
に安定した品質の商品を供給していくことを目指しております。多少の色の違い（色の濃淡）に関しましては
許容範囲となりますので、ロットごとに色ブレが生じる可能性がございますことをご了承くださいませ。

いつも当カタログをご利用いただきまして有難うございます。当カタログではこれまでも、独自の品質基準をク
リアする為の自主検査、ならびに法律で事前検査が定められている商品につきましては、厚生労働省登録
検査機関において検査を受け、安全性が確信できる商品をご提供してまいりました。尚、これからは特に原
材料面に関して、より一層の安全性を高める為、生産ロットごとの抜き取り成分検査を強化してまいります。
プラスチック製品につきましては、生産ロットごとに日本人スタッフを現地に派遣、ならびに日本人の安全性へ
の意識が高いレベルであることを理解するメーカーにのみ生産を委託しております。時計・アクセサリーに
関しても同様の体制で行っておりますが、もちろん、上記以外の商品につきましても品質検査、さらに国内、
国外の検品専門工場による業務の向上を図り、安全性と品質の高い商品をお届けできるよう、商品開発に
日々努力を重ねてまいります。今後とも、変わらぬお引き立てご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。 
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 品　番 商品名    掲載ページ  品　番 商品名    掲載ページ  品　番 商品名    掲載ページ

 095201  ドロールバッグ（ブラック）  G-002
 095202  ドロールバッグ（パープル）  G-002
 095203  ドロールバッグ（ピンク）  G-002
 131113  ホイップ・泡立てネット  F-035
 137097  リトルハーブ  G-051
 143039  スタンダード・マグカップ  G-051
 145028  エルトラッド・ゴールドラージバニティ  F-026
 145029  エルトラッド・ゴールドラウンドバニティ  F-024
 145030  エルトラッド・ゴールドマルチポーチ  F-025
 145031  エルトラッド・ゴールドスリムポーチ  F-024
 145036  ラーベ・おやすみ手袋  F-034
 147023  着せかえチャーム・スクエア（ゴールド）  F-027
 147024  着せかえチャーム・スクエア（シルバー）  F-027
 147025  着せかえチャーム・サークル（ゴールド）  F-027
 147026  着せかえチャーム・サークル（シルバー）  F-027
 147027  着せかえチャーム・ハート（ゴールド）  F-027
 147028  着せかえチャーム・ハート（シルバー）  F-027
 147115  ボディウォッシュボール  F-035
 147231  セルトナ・たためるマチ付きトート（レッド）  G-045
 147232  セルトナ・たためるマチ付きトート（ピンク）  G-045
 147233  セルトナ・たためるマチ付きトート（オレンジ）  G-045
 147234  セルトナ・たためるマチ付きトート（グリーン）  G-045
 147235  セルトナ・たためるマチ付きトート（ブルー）  G-045
 147236  セルトナ・たためるマチ付きトート（ブラック）  G-045
 147311  セルトナ・コンパクトボトルホルダー（レッド）  G-046
 147312  セルトナ・コンパクトボトルホルダー（ピンク）  G-046
 147313  セルトナ・コンパクトボトルホルダー（オレンジ）  G-046
 147314  セルトナ・コンパクトボトルホルダー（グリーン）  G-046
 147315  セルトナ・コンパクトボトルホルダー（ブルー）  G-046
 147316  セルトナ・コンパクトボトルホルダー（ブラック）  G-046
 151001  ジュートバッグ  G-069
 151002  ジュートラージバッグ  G-069
 151004  厚生地ロープハンドルコットントート（マチ付）  G-064
 151032  デニムランチトート  G-062
 155531  セルトナ・スクエアクールバッグ（レッド）  G-045
 155532  セルトナ・スクエアクールバッグ（ピンク）  G-045
 155533  セルトナ・スクエアクールバッグ（オレンジ）  G-045
 155534  セルトナ・スクエアクールバッグ（グリーン）  G-045
 155535  セルトナ・スクエアクールバッグ（ブルー）  G-045
 155536  セルトナ・スクエアクールバッグ（ブラック）  G-045
 157021  クリアビニル・A4トート  G-073
 157341  セルトナ・ストッパー付き真空ステンレスボトル（レッド）  G-040
 157342  セルトナ・ストッパー付き真空ステンレスボトル（ピンク）  G-040
 157343  セルトナ・ストッパー付き真空ステンレスボトル（グリーン）  G-040
 157344  セルトナ・ストッパー付き真空ステンレスボトル（ブルー）  G-040
 157345  セルトナ・ストッパー付き真空ステンレスボトル（ブラック）  G-040
 161001  厚生地ロープハンドルランチトート（マチ付）  G-062
 161002  厚生地ハンドル付きショルダートート（マチ付）  G-054
 161003  厚生地ラージコットントート（マチ付）  G-064
 161018  ECO クリア・スクエアトート  G-072
 161019  ECO クリア・スクエアミニバッグ  G-072
 161020  ECO クリア・スクエアポーチ  G-072
 161080  フラワーソープ（ローズ）  F-036
 161144  くまモンのウォータージャグ1300ml  G-112
 161301  セルトナ・ワンプッシュ真空ステンレスボトル（レッド）  G-040
 161302  セルトナ・ワンプッシュ真空ステンレスボトル（ピンク）  G-040
 161303  セルトナ・ワンプッシュ真空ステンレスボトル（グリーン）  G-040
 161304  セルトナ・ワンプッシュ真空ステンレスボトル（ブルー）  G-040
 161305  セルトナ・ワンプッシュ真空ステンレスボトル（ブラック）  G-040
 163025  スライド式ピルケース  G-107
 163040  今治ヘアターバン  F-040
 163044  アニマルウォッシュボール  F-035
 163361  セルトナ・タッチ＆3色ボールペン（レッド）  G-047
 163364  セルトナ・タッチ＆3色ボールペン（グリーン）  G-047
 163365  セルトナ・タッチ＆3色ボールペン（ブルー）  G-047
 163366  セルトナ・タッチ＆3色ボールペン（ブラック）  G-047
 163367  セルトナ・タッチ＆3色ボールペン（ホワイト）  G-047
 165033  フランネルドットバスマット  F-038
 165041  ビューティーローラーカッサプレート  F-031
 165130  シェーカーボトル200ml  G-107
 165133  くまのおそうじモップ  G-101
 165431  4in1 ボールペン（ブラック）  G-108
 165432  4in1 ボールペン（オレンジ）  G-108
 165433  4in1 ボールペン（ブルー）  G-108
 167010  クリアビニル・ポーチ（正方形）  G-073
 167061  招福の湯１包入  G-119
 167097  リッチバスパウダー ゆず  F-037
 167402  ツートンバッグインバッグ（グレー）  F-050
 171012  ラウラ・ボックスポーチ  F-021
 171013  ラウラ・ポーチ  F-021
 171128  エルトラッド・ゴールドスクエアポーチ  F-024
 171341  セルトナ・ハードカバーメモ帳（レッド）  G-047
 171342  セルトナ・ハードカバーメモ帳（ピンク）  G-047
 171343  セルトナ・ハードカバーメモ帳（オレンジ）  G-047
 171344  セルトナ・ハードカバーメモ帳（グリーン）  G-047
 171345  セルトナ・ハードカバーメモ帳（ブルー）  G-047
 171346  セルトナ・ハードカバーメモ帳（ブラック）  G-047
 173050  キャンディローズタオルハンカチ  F-047
 173341  メタリック・ストッパー付き真空ステンレスボトル（ゴールド）  G-048
 173342  メタリック・ストッパー付き真空ステンレスボトル（シルバー）  G-048
 175075  今治しろ市松・ミニタオル  F-045

 175076  今治しろ市松・ハンドタオル  F-045
 175110  白手拭い  G-051
 175391  スタンダードボールペン（ホワイト）  G-108
 175392  スタンダードボールペン（ネイビー）  G-108
 175393  スタンダードボールペン（グレー）  G-108
 177002  2WAYコットンナップサック  G-059
 177014  カラーパレットフラワーポーチ  F-020
 177086  FU・WA・WA 泡立てネット  F-035
 177113  VRスマートゴーグル  G-120
 177321  メルヴェ・スパンコールポーチ（ゴールド）  F-018
 177322  メルヴェ・スパンコールポーチ（シルバー）  F-018
 177332  ケース付きグラスネイルファイル（ピンク）  F-034
 177511  ＶＲヘッドマウントボックス（ブラック）  G-120
 177512  ＶＲヘッドマウントボックス（レッド）  G-120
 177513  ＶＲヘッドマウントボックス（ブルー）  G-120
 181017  ペールボーダーフランネルヘアターバン  F-040
 181104  ケース入り付箋セット  G-109
 181461  メタリック・真空ステンレスタンブラー（ゴールド）  G-048
 181462  メタリック・真空ステンレスタンブラー（シルバー）  G-048
 183008  エルトラッド・ゴールドオープンポーチ  F-025
 183022  京都くろちく・がーぜたおるはんかち  F-047・G-084
 183045  今治白なみ 木箱入りタオルセット  F-043
 183301  ＵＶチェックプレートミラー（ケース付き）（ゴールド）  F-029
 183302  ＵＶチェックプレートミラー（ケース付き）（シルバー）  F-029
 183521  メモ型付箋セット（ナチュラル）  G-109
 183522  メモ型付箋セット（ホワイト）  G-109
 185028  ドゥ スヴェニール・ハンギングポーチ  F-051
 185029  ドゥ スヴェニール・マルチトラベルケース  F-051
 185063  タッチ手袋  F-005
 185095  ふわもこ折りたたみモップ  G-101
 185321  セルトナ・スマートマグカップ（レッド）  G-041
 185323  セルトナ・スマートマグカップ（オレンジ）  G-041
 185324  セルトナ・スマートマグカップ（グリーン）  G-041
 185325  セルトナ・スマートマグカップ（ブルー）  G-041
 187010  クラルテ・スリムバニティ  F-023
 187011  クラルテ・オープンマルチポーチ  F-023
 187012  クラルテ・ボックスポーチ  F-023
 187013  クラルテ・スリムポーチ  F-022
 187014  ジュート＆コットン Ａ4トート  G-069
 187022  モノワイズ・ポータブルランドリーバッグ  F-039
 187023  モノワイズ・ランドリーバニティ  F-039
 187025  ハンナ・マイクロファイバークロス  G-097
 187026  ハンナ・マイクロファイバークロス2枚組  G-097
 187089  クリアメガネルーペ  G-107
 187090  キッチンクリーン2点セット  G-110
 187097  快適宣言バラエティ8点セット  G-110
 187303  スウェードスタイル巾着（S）（オレンジ）  G-067
 187313  スウェードスタイル巾着（Ｍ）（オレンジ）  G-067
 187321  スウェードスタイル巾着（Ｌ）（ブラック）  G-067
 187331  着せかえチャーム・プレート（ゴールド）  F-027
 187332  着せかえチャーム・プレート（シルバー）  F-027
 191017  京都くろちく・まるち巾着ばにてぃ  G-081
 191018  京都くろちく・すくえあとーと  G-081
 191082  ハートモチーフ カッサプレート  F-030
 191106  シャーリングミニハンカチ  G-051
 191112  厚生地5ポケットマルチコットンバッグ（マチ付）  G-055
 191113  今治タオル カラフルアソート  F-045
 191115  コンプレッションバッグL  G-050
 191116  コットンビッグトート（マチ付）  G-059
 191401  セルトナ・コンパクトキャリーセットバッグ（カラビナ付き）（レッド）  G-043
 191402  セルトナ・コンパクトキャリーセットバッグ（カラビナ付き）（ピンク）  G-043
 191403  セルトナ・コンパクトキャリーセットバッグ（カラビナ付き）（オレンジ）  G-043
 191405  セルトナ・コンパクトキャリーセットバッグ（カラビナ付き）（ブルー）  G-043
 191406  セルトナ・コンパクトキャリーセットバッグ（カラビナ付き）（ブラック）  G-043
 191491  セルトナ・真空ステンレスタンブラー（レッド）  G-041
 191492  セルトナ・真空ステンレスタンブラー（ピンク）  G-041
 191493  セルトナ・真空ステンレスタンブラー（オレンジ）  G-041
 191494  セルトナ・真空ステンレスタンブラー（グリーン）  G-041
 191495  セルトナ・真空ステンレスタンブラー（ブルー）  G-041
 193004  ルシアン トートバッグ  F-010
 193007  クリアビニル・オープンファスナーポーチ  G-073
 193008  クリアビニル・スタンドポーチ（マチ付き）  G-073
 193009  ドゥ スヴェニール・コットントートバッグ  F-017
 193010  ドゥ スヴェニール・フラットコットンポーチ  F-017
 193011  京都くろちく・保存容器4個せっと  G-084
 193012  12オンス・厚生地コットンポーチ  G-065
 193013  ジュート＆コットンサコッシュ  G-068
 193016  エマージェンシーボトル5点セット  G-029
 193049  爽快クリーンギフト2点セット  G-110
 193053  毎日快適！キッチン＆ランドリー6点セット  G-110
 193057  2WAY デイリーユースバックパック  G-011
 193301  セルトナ・8ｉｎ1ペン型ドライバー（レッド）  G-047
 193302  セルトナ・8ｉｎ1ペン型ドライバー（ピンク）  G-047
 193303  セルトナ・8ｉｎ1ペン型ドライバー（オレンジ）  G-047
 193304  セルトナ・8ｉｎ1ペン型ドライバー（グリーン）  G-047
 193305  セルトナ・8ｉｎ1ペン型ドライバー（ブルー）  G-047
 193306  セルトナ・8ｉｎ1ペン型ドライバー（ブラック）  G-047
 193321  メタリック・モバイルバッテリー（ゴールド）  G-049・G-102
 193322  メタリック・モバイルバッテリー（シルバー）  G-049・G-102
 193323  メタリック・モバイルバッテリー（ブラック）  G-049・G-102
 193331  セルトナ・フラットトート（レッド）  G-061

 193332  セルトナ・フラットトート（オレンジ）  G-061
 193333  セルトナ・フラットトート（グリーン）  G-061
 193341  セルトナ・トライアングルポータブルバッグ（カラビナ付き）（レッド）  G-044
 193342  セルトナ・トライアングルポータブルバッグ（カラビナ付き）（ピンク）  G-044
 193343  セルトナ・トライアングルポータブルバッグ（カラビナ付き）（オレンジ）  G-044
 193344  セルトナ・トライアングルポータブルバッグ（カラビナ付き）（グリーン）  G-044
 193345  セルトナ・トライアングルポータブルバッグ（カラビナ付き）（ブルー）  G-044
 193346  セルトナ・トライアングルポータブルバッグ（カラビナ付き）（ブラック）  G-044
 193351  サフィアーノ調ラージスタンドミラー（ホワイト）  F-029
 193352  サフィアーノ調ラージスタンドミラー（ピンク）  F-029
 193353  サフィアーノ調ラージスタンドミラー（ブラック）  F-029
 193361  ルナージュ・スライドコスメブラシ（ピンクゴールド）  F-028
 193362  ルナージュ・スライドコスメブラシ（ブラック）  F-028
 193451  オリジナル和膳塗箸（赤）  G-051
 193452  オリジナル和膳塗箸（黒）  G-051
 193471  セルトナ・フラット型手提げバッグ（レッド）  G-045
 193472  セルトナ・フラット型手提げバッグ（オレンジ）  G-045
 193473  セルトナ・フラット型手提げバッグ（グリーン）  G-045
 193474  セルトナ・フラット型手提げバッグ（ブルー）  G-045
 193475  セルトナ・フラット型手提げバッグ（ブラック）  G-045
 193476  セルトナ・フラット型手提げバッグ（ホワイト）  G-045
 195006  3ファスナーサコッシュ  G-011
 195013  エクレル コスメブラシ4本セット  F-028
 195016  京都くろちく・ひとひらぽーたぶるれいんばっぐ（はっ水加工）  G-083
 195018  ブランジェリー メール・蓋付きスープカップ（スプーン付き）  G-091
 195020  ハンドル付き 2WAYランタンライト  G-031
 195023  ウッドヘアケアブラシ（巾着付き）  F-033
 195025  ブランジェリー メール・真空ステンレスフードポット  G-092
 195026  エマージェンシー避難所4点セット  G-027
 195028  ニュースタンダードライフ・マイクロファイバーモールクロス  G-099
 195029  ニュースタンダードライフ・水切りワイパー＆マルチスポンジセット  G-099
 195031  4WAYスリット入りブランケット  F-007
 195059  ローズガーデン・プチフルール入浴料  F-037
 195062  カラビナ付きボトル入りUSB充電ケーブル  G-104
 195076  快適キッチン3点セット  G-111
 195077  毎日サポートギフト4点セット  G-111
 195085  清活応援プレミアムギフトセット（キッチンケア4点）Ａ  G-111
 195086  清活応援プレミアムギフトセット（キッチンケア5点）Ｃ  G-111
 195301  ベルティ ポーチ（ブルー）  F-020
 195302  ベルティ ポーチ（ワイン）  F-020
 195311  セルトナ・ハンドル付きラージポータブルバッグ（レッド）  G-043
 195312  セルトナ・ハンドル付きラージポータブルバッグ（ピンク）  G-043
 195313  セルトナ・ハンドル付きラージポータブルバッグ（オレンジ）  G-043
 195314  セルトナ・ハンドル付きラージポータブルバッグ（グリーン）  G-043
 195315  セルトナ・ハンドル付きラージポータブルバッグ（ブルー）  G-043
 195316  セルトナ・ハンドル付きラージポータブルバッグ（ブラック）  G-043
 195321  スタンダードナップサック（レッド）  G-011
 195323  スタンダードナップサック（ブラック）  G-011
 195331  セルトナ・ポータブルマルチ傘カバー（レッド）  F-049・G-046
 195332  セルトナ・ポータブルマルチ傘カバー（ピンク）  F-049・G-046
 195333  セルトナ・ポータブルマルチ傘カバー（オレンジ）  F-049・G-046
 195334  セルトナ・ポータブルマルチ傘カバー（グリーン）  F-049・G-046
 195335  セルトナ・ポータブルマルチ傘カバー（ブルー）  F-049・G-046
 195391  セキュリティ・キー＆スマートケース（ダークグレー）  G-106
 195392  セキュリティ・キー＆スマートケース（ネイビー）  G-106
 195411  セルトナ・巾着ショッピングポータブルエコバッグ（カラビナ付き）（レッド）  G-043
 195412  セルトナ・巾着ショッピングポータブルエコバッグ（カラビナ付き）（オレンジ）  G-043
 195413  セルトナ・巾着ショッピングポータブルエコバッグ（カラビナ付き）（グリーン）  G-043
 195414  セルトナ・巾着ショッピングポータブルエコバッグ（カラビナ付き）（ブルー）  G-043
 195415  セルトナ・巾着ショッピングポータブルエコバッグ（カラビナ付き）（ブラック）  G-043
 197001  ファスナー付きコットンラージトート（マチ付）  G-064
 197002  ファスナー付きコットンランチトート（マチ付）  G-063
 197003  ブリティッシュローズ・ミトン＆鍋敷きセット  G-097
 197005  ブリティッシュローズ・マイクロファイバーキッチンスポンジ2P  G-097
 197017  セローズ・ジャガードトート  F-010
 197019  京都くろちく・お手玉えこばっぐ（椿）  G-003・G-080
 197020  バンブーファイバー配合エコカフェマグ  004
 197022  点検チェッカー  G-106
 197026  スピーディヘアドライグローブ  F-046
 197027  ポイントローズタオルハンカチ  F-047
 197080  フラットモバイルバッテリー  G-102
 197311  3WAYビニルスパバッグ（ブラック）  G-071
 197312  3WAYビニルスパバッグ（クリア）  G-071
 197321  セルトナ・リサイクルコットンランチトート（マチ付）（レッド）  007・G-062
 197322  セルトナ・リサイクルコットンランチトート（マチ付）（グリーン）  007・G-062
 197323  セルトナ・リサイクルコットンランチトート（マチ付）（ブルー）  007・G-062
 197324  セルトナ・リサイクルコットンランチトート（マチ付）（ブラック）  007・G-062
 197331  セルトナ・リサイクルコットン2WAYトート（マチ付）（レッド）  007・G-059
 197332  セルトナ・リサイクルコットン2WAYトート（マチ付）（グリーン）  007・G-059
 197333  セルトナ・リサイクルコットン2WAYトート（マチ付）（ブルー）  007・G-059
 197334  セルトナ・リサイクルコットン2WAYトート（マチ付）（ブラック）  007・G-059
 197341  セルトナ・リサイクルコットンＡ4トート（レッド）  007・G-057
 197342  セルトナ・リサイクルコットンＡ4トート（グリーン）  007・G-057
 197343  セルトナ・リサイクルコットンＡ4トート（ブルー）  007・G-057
 197344  セルトナ・リサイクルコットンＡ4トート（ブラック）  007・G-057
 197351  セルトナ・ループ付きアルミボトル（レッド）  G-041
 197352  セルトナ・ループ付きアルミボトル（オレンジ）  G-041
 197353  セルトナ・ループ付きアルミボトル（グリーン）  G-041
 197355  セルトナ・ループ付きアルミボトル（ブラック）  G-041
 197361  セルトナ・ボール型レジバッグ（レッド）  G-003・G-039
 197362  セルトナ・ボール型レジバッグ（オレンジ）  G-003・G-039
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 197363  セルトナ・ボール型レジバッグ（グリーン）  G-003・G-039
 197364  セルトナ・ボール型レジバッグ（ブルー）  G-003・G-039
 197365  セルトナ・ボール型レジバッグ（ブラック）  G-003・G-039
 197371  ポータブルキャリーオンボストンバッグ（ライトグリーン）  G-010
 197372  ポータブルキャリーオンボストンバッグ（ネイビー）  G-010
 197381  セルトナ・マイクロファイバーマルチクロス（レッド）  G-046
 197382  セルトナ・マイクロファイバーマルチクロス（ピンク）  G-046
 197383  セルトナ・マイクロファイバーマルチクロス（オレンジ）  G-046
 197384  セルトナ・マイクロファイバーマルチクロス（グリーン）  G-046
 197385  セルトナ・マイクロファイバーマルチクロス（ブルー）  G-046
 197386  セルトナ・マイクロファイバーマルチクロス（ホワイト）  G-046
 197391  セルトナ・ハードカバー付箋セット（レッド）  G-047・G-109
 197392  セルトナ・ハードカバー付箋セット（ピンク）  G-047・G-109
 197393  セルトナ・ハードカバー付箋セット（オレンジ）  G-047・G-109
 197394  セルトナ・ハードカバー付箋セット（グリーン）  G-047・G-109
 197395  セルトナ・ハードカバー付箋セット（ブルー）  G-047・G-109
 197396  セルトナ・ハードカバー付箋セット（ブラック）  G-047・G-109
 197421  ウォータークレンジングパフ（ブラック）  F-035
 197422  ウォータークレンジングパフ（ホワイト）  F-035
 197441  セルトナ・ポータブルフラットトート（レッド）  G-045
 197442  セルトナ・ポータブルフラットトート（オレンジ）  G-045
 197443  セルトナ・ポータブルフラットトート（グリーン）  G-045
 197444  セルトナ・ポータブルフラットトート（ブルー）  G-045
 197445  セルトナ・ポータブルフラットトート（ブラック）  G-045
 197471  マチ広 ポータブルレジバッグ（ブラック）  G-007
 197472  マチ広 ポータブルレジバッグ（ライトグレー）  G-007
 201010  クッションフラットポーチ（M）  G-070
 201011  クッションフラットポーチ（S）  G-070
 201017  京都くろちく・まるちますくぽーち  G-017・G-085
 201018  京都くろちく・お手玉えこばっぐ（小紋市松）  G-003・G-080
 201019  4ポケットマルチコットンバッグ（マチ付）  G-055
 201021  収納王子コジマジック・スマートレジャークーラーバッグ  G-077
 201022  収納王子コジマジック・マチ広レジバッグ  G-076
 201023  収納王子コジマジック・2WAYポータブルラージクーラーバッグ  G-078
 201024  ローズソープギフトセット（イエロー）  F-036
 201025  収納王子コジマジック・2WAYポータブルストレージバッグ  G-077
 201026  収納王子コジマジック・4セパレートマルチケース  G-075
 201055  安心逆さ傘  F-048
 201090  コットン巾着（M）（くまモン版）  G-113
 201092  リサイクルコットンランチトート（マチ付）（くまモン版）  G-113
 201094  厚生地ロープハンドルコットントート（マチ付）（くまモン版）  G-112
 201097  ワンタッチ自動開閉折りたたみ傘  F-048
 201321  京都くろちく・ぽーたぶるまるち傘けーす（小紋市松）  F-049・G-083
 201331  メタリック・マグカップ（ゴールド）  G-049
 201332  メタリック・マグカップ（シルバー）  G-049
 201341  メタリック・7WAYボールペン（ゴールド）  G-049
 201342  メタリック・7WAYボールペン（シルバー）  G-049
 201411  リサイクルコットン2WAYトート（マチ付）（くまモン版）（スポーティ）  G-113
 201412  リサイクルコットン2WAYトート（マチ付）（くまモン版）（グッド）  G-113
 201421  コットンビッグトート（マチ付）（くまモン版）（スポーティ）  G-113
 201422  コットンビッグトート（マチ付）（くまモン版）（イイネ）  G-113
 201441  厚生地ランチコットントート（マチ付）（くまモン版）（スポーティ）  G-112
 201451  厚生地・フラットコットンポーチ（S）（くまモン版）（スポーティ）  G-113
 201452  厚生地・フラットコットンポーチ（S）（くまモン版）（ウインク）  G-113
 203001  リノ・2スタイルショルダーバッグ  F-009
 203006  京都くろちく・はまぐり巾着  G-081
 203009  クリアビニル・ビッグトート  G-071
 203010  木製カッサブラシ  F-032
 203014  クラルテ・クーラーポーチ  F-022
 203015  ナチュール・リボンターバン  F-041
 203016  ナチュール・リボンターバン＆タオルセット  F-041
 203020  ポータブル巾着ショッピングレジバッグ（ポーチ付き）  G-010
 203021  スタイリッシュ真空ステンレスボトル  G-034
 203022  ブランジェリー メール・アイスクリームスプーン＆バターナイフセット   G-090
 203023  吊るして使える2WAYランタンライト  G-031
 203024  ジュートミニバッグ  G-069
 203025  ナチュラルトラッド ランチクーラートート  G-004
 203058  ハンドジェルAL500つめかえ用  G-023
 203062  アルコール配合ソウラジェル（携帯用）59ml  G-015
 203065  エタノス除菌スプレー350ml  G-023
 203069  スプレーボトル30ml×3本セット  G-021
 203070  スプレーボトル100ml（1本）  G-021
 203077  安心お出かけセット（抗菌ケース入）  G-022
 203079  アルコール除菌ウエットティッシュ（15枚入）  G-023
 203080  デザイン3Dマスク  G-020
 203082  京都くろちく・あるこーる除菌うぇっとてぃっしゅ（15枚入）  G-023・G-085
 203083  京都くろちく・安心お出かけせっと（抗菌けーす入）  G-022・G-085
 203091  マスク用ランドリーネットポーチ  G-017
 203095  やわらかエチケットマスク（1枚入）  G-021
 203096  やわらかエチケットマスク（３枚セット）  G-021
 203099  3層構造不織布マスク（個包装）  G-019
 203101  プレミア・リッチ3Dマスク（グレー）  G-020
 203102  プレミア・リッチ3Dマスク（ベージュ）  G-020
 203104  ペーパーソープ10枚  G-023
 203331  セルトナ・ポケットサイズ真空ステンレスボトル（レッド）  G-040
 203332  セルトナ・ポケットサイズ真空ステンレスボトル（ピンク）  G-040
 203333  セルトナ・ポケットサイズ真空ステンレスボトル（グリーン）  G-040
 203334  セルトナ・ポケットサイズ真空ステンレスボトル（ブルー）  G-040
 203335  セルトナ・ポケットサイズ真空ステンレスボトル（ブラック）  G-040
 203336  セルトナ・ポケットサイズ真空ステンレスボトル（ホワイト）  G-040
 203381  マスクケース（抗菌加工）（チェック柄）  G-018

 203382  マスクケース（抗菌加工）（花柄）  G-018
 203401  ダブルポケットマスクケース（チェック柄）  G-018
 203402  ダブルポケットマスクケース（花柄）  G-018
 203421  洗える3Dマスク（1枚）（グレー）  G-021
 203422  洗える3Dマスク（1枚）（ネイビー）  G-021
 203423  洗える3Dマスク（1枚）（ブラック）  G-021
 203431  洗える3Dマスク（3枚セット）（グレー）  G-021
 203432  洗える3Dマスク（3枚セット）（ネイビー）  G-021
 203433  洗える3Dマスク（3枚セット）（ブラック）  G-021
 203443  抗菌マスクケース（マスク2枚入）（チェック柄）  G-018
 203444  抗菌マスクケース（マスク2枚入）（花柄）  G-018
 203461  3層構造不織布マスク（7枚入）（レギュラーサイズ）  G-019
 203462  3層構造不織布マスク（7枚入）（婦人・子ども用）  G-019
 203471  3層構造不織布マスク（50枚入）レギュラーサイズ  G-019
 203472  3層構造不織布マスク（50枚入）婦人子ども用  G-019
 205004  5オンス・厚手ランチコットントート（マチ付）  G-063
 205005  10オンス・厚生地ランチコットントート（マチ付）  G-063
 205006  3.5オンス・Ａ4コットントート  G-056
 205007  5オンス・厚手A4コットントート  G-056
 205008  10オンス・厚生地A4コットントート  G-056
 205009  5オンス・厚手A4コットントート（マチ付）  G-057
 205010  10オンス・厚生地A4コットントート（マチ付）  G-057
 205011  3.5オンス・A4ワイドコットントート  G-058
 205012  5オンス・厚手A4ワイドコットントート  G-058
 205013  10オンス・厚生地A4ワイドコットントート  G-058
 205014  5オンス・厚手B4コットントート  G-060
 205015  10オンス・厚生地B4コットントート  G-060
 205016  5オンス・厚手B4コットントート（マチ付）  G-060
 205017  10オンス・厚生地B4コットントート（マチ付）  G-060
 205018  5オンス・厚手A3コットントート  G-061
 205019  10オンス・厚生地A3コットントート  G-061
 205020  12オンス・厚生地フラットコットンポーチ（SS）  G-065
 205021  12オンス・厚生地フラットコットンポーチ（S）  G-065
 205022  3.5オンス・コットン巾着（S）  G-066
 205023  3.5オンス・コットン巾着（Ｍ）  G-066
 205024  3.5オンス・コットン巾着（Ｌ）  G-066
 205027  くまモンの保存容器3個セット  G-112
 205028  くまモンのウォータージャグ1.3L  G-112
 205035  スエード＆ボアルームシューズ  F-007
 205038  ライトナ・キルティングポーチ  F-017
 205040  エルトラッド・ゴールドガーメントケース  F-026
 205041  トゥラン ラージフェルトトート  F-008
 205045  クラルテ・コイン＆パスケース  F-022
 205046  スタイリッシュラージトート  F-010
 205047  イデアル・マイクロファイバーバスタオル  F-042
 205048  イデアル・マイクロファイバーフェイス＆ハンドタオルセット  F-042
 205049  イデアル・マイクロファイバーミニタオル3Pセット  F-042
 205050  サコッシュ入り防災6点セット  G-029
 205051  ハイパワーCOBライト  G-030
 205052  ベルノ・本革ムートングローブ  F-005
 205063  ハンドジェル（シリコーンケース付き）  G-015
 205066  紙石鹸（ケース付き）  G-023
 205073  Wポートモバイルバッテリー10000  G-102
 205076  快適ひざサポーター（2枚組）  G-107
 205079  海の仲間たちメラミン付スポンジ10Pセット  G-101
 205089  今治 網代文様・ハンドタオル  F-045
 205090  今治 網代文様・フェイスタオル  F-045
 205091  ドリー・スマホタッチリボングローブ  F-005
 205100  ロマージュ・フラワーソープ（ローズ1輪）  F-036
 205101  ロマージュ・フラワーソープ（ローズブーケ）  F-036
 205102  ロマージュ・フラワーソープ（ローズ3P）  F-036
 205103  ロマージュ・フラワーソープ（ローズ9P）  F-036
 205301  エスプレ・サテンキューブ巾着（ネイビー）  F-019
 205302  エスプレ・サテンキューブ巾着（シャンパンピンク）  F-019
 205311  クルーク・マルチカードケース（ネイビー）  F-050
 205312  クルーク・マルチカードケース（ブラウン）  F-050
 205321  クルーク・スマホネックポーチ（ネイビー）  F-050
 205322  クルーク・スマホネックポーチ（ブラウン）  F-050
 205323  クルーク・スマホネックポーチ（ピンク）  F-050
 205331  セルトナ・リフレクターポータブルエコバッグ（レッド）  G-007・G-042
 205332  セルトナ・リフレクターポータブルエコバッグ（イエロー）  G-007・G-042
 205333  セルトナ・リフレクターポータブルエコバッグ（オレンジ）  G-007・G-042
 205334  セルトナ・リフレクターポータブルエコバッグ（カーキ）  G-007・G-042
 205335  セルトナ・リフレクターポータブルエコバッグ（ネイビー）  G-007・G-042
 205336  セルトナ・リフレクターポータブルエコバッグ（ブラック）  G-007・G-042
 205341  バンブーファイバー配合マグカップ（アイボリー）  004
 205342  バンブーファイバー配合マグカップ（グレー）  004
 205351  ポケットサイズクリアボトル（ホワイト）  G-035
 205352  ポケットサイズクリアボトル（ブラック）  G-035
 205371  今治アラベスクミニタオル（ピンク）  F-044
 205372  今治アラベスクミニタオル（ブルー）  F-044
 205373  今治アラベスクミニタオル（イエロー）  F-044
 205381  今治アラベスクハンドタオル（ピンク）  F-044
 205382  今治アラベスクハンドタオル（ブルー）  F-044
 205383  今治アラベスクハンドタオル（イエロー）  F-044
 205401  PVCケース入りバラエティふせんセット（ホワイト）  G-109
 205402  PVCケース入りバラエティふせんセット（ブラック）  G-109
 205411  メタリックワイヤレススピーカー（シルバー）  G-104
 205412  メタリックワイヤレススピーカー（ブラック）  G-104
 205441  フルールラフェ バスソルトパウダー（ハニーサックル＆ローズ）  F-037
 205442  フルールラフェ バスソルトパウダー（ホワイトムスク＆ジャスミン）  F-037

 207003  ペルフェ・ツイードポーチ  F-020
 207004  カニシェ・エコファートートバッグ  F-008
 207006  ECO クリア・フラットポーチ  G-072
 207007  ローラー付きボディリフレグローブ  F-031
 207008  エアバスピロー  F-038
 207009  2WAY 保温保冷ボックス型リュックバッグ  G-009
 207010  保温保冷ショルダーポーチ  G-009
 207012  アトリエ・マルチマスクポーチ（抗菌加工）  F-015・G-016
 207013  竹繊維お掃除クロス2枚組  005・G-099
 207016  丸型エコステープラー  G-109
 207018  遠赤外線ローラー・ポイント用  F-031
 207019  ゆらぎの湯 5種の香り  F-037
 207031  ポチ袋・祝い箸5Pセット  G-116
 207047  開運 おみくじ箸  G-116
 207050  金太夫 絵詞付き 入浴料  G-119
 207301  プレミナ・ポータブルマルシェエコバッグ（ダークレッド）  G-038
 207302  プレミナ・ポータブルマルシェエコバッグ（ベージュ）  G-038
 207303  プレミナ・ポータブルマルシェエコバッグ（ネイビー）  G-038
 207304  プレミナ・ポータブルマルシェエコバッグ（グレー）  G-038
 207305  プレミナ・ポータブルマルシェエコバッグ（ブラック）  G-038
 207311  プレミナ・ポータブルマチ広デリバッグ（ダークレッド）  G-038
 207312  プレミナ・ポータブルマチ広デリバッグ（ベージュ）  G-038
 207313  プレミナ・ポータブルマチ広デリバッグ（ネイビー）  G-038
 207314  プレミナ・ポータブルマチ広デリバッグ（グレー）  G-038
 207315  プレミナ・ポータブルマチ広デリバッグ（ブラック）  G-038
 207321  プレミナ・ポケットボールエコバッグ（ダークレッド）  G-003・G-037
 207322  プレミナ・ポケットボールエコバッグ（ベージュ）  G-003・G-037
 207323  プレミナ・ポケットボールエコバッグ（ネイビー）  G-003・G-037
 207324  プレミナ・ポケットボールエコバッグ（グレー）  G-003・G-037
 207325  プレミナ・ポケットボールエコバッグ（ブラック）  G-003・G-037
 207331  セルトナ・たためるエコバッグ（レッド）  G-044
 207332  セルトナ・たためるエコバッグ（オレンジ）  G-044
 207333  セルトナ・たためるエコバッグ（カーキ）  G-044
 207334  セルトナ・たためるエコバッグ（ネイビー）  G-044
 207335  セルトナ・たためるエコバッグ（ブラック）  G-044
 207341  MIP 真空二重構造スープポット（ホワイト）  G-093
 207342  MIP 真空二重構造スープポット（ブラック）  G-093
 207381  セルトナ・ポータブルマイバッグ（レッド）  G-044
 207382  セルトナ・ポータブルマイバッグ（ピンク）  G-044
 207383  セルトナ・ポータブルマイバッグ（オレンジ）  G-044
 207384  セルトナ・ポータブルマイバッグ（グリーン）  G-044
 207385  セルトナ・ポータブルマイバッグ（ブルー）  G-044
 207386  セルトナ・ポータブルマイバッグ（ブラック）  G-044
 207391  超なめらかボールペン（ブルー）  G-108
 207392  超なめらかボールペン（ブラック）  G-108
 211001  電動ネイルケアセット  F-034
 211002  ソレスタ・ラージスクエアバッグ  F-009
 211003  ソレスタ・ポケット付きバッグ  F-009
 211007  プラルシェ・トートバッグ  F-014
 211008  プラルシェ・ポーチ  F-014
 211009  プラルシェ・ドロールバッグ  F-014・G-002
 211010  バスネイルケア4点セット  F-035
 211011  京都くろちく・ぽーたぶる2WAYかさけーす（はっ水加工）（花七宝）  G-082
 211012  京都くろちく・ぽーたぶるれいんえこばっぐ（はっ水加工）（花七宝）  G-007・G-082
 211013  京都くろちく・お手玉えこばっぐ（縞小紋）  G-003・G-080
 211016  収納王子コジマジック・便利収納マルチケース  G-075
 211017  収納王子コジマジック・ポータブルマチ広クーラートート  G-078
 211018  ポータブルエアークッション（収納袋付き）  G-033
 211019  蓄光ダイナモ式充電ラジオライト  G-030
 211020  ブランジェリー メール・耐熱ガラス容器2サイズセット  G-091
 211021  収納王子コジマジック・エコバッグウォレット  G-076
 211022  京都くろちく・箸と箸置き二組せっと  G-080
 211023  2セパレートランドリーバスケット（マスクポケット付き）  F-039
 211065  旭化成 ジップロックフリーザーバッグPP袋入り2サイズセット  G-111
 211066  旭化成 ジップロックフリーザーバッグ箱入りLサイズ5枚セット  G-111
 211075  今治オーガニックラーム・ハンドタオル  008
 211076  今治オーガニックラーム・フェイスタオル  008
 211077  今治カララ・ハーフハンカチ  F-044
 211078  今治カララ・フェイスタオル  F-044
 211079  切れ味再生！マルチシャープナー  G-096
 211081  IH対応18cm雪平鍋  G-093
 211082  ミニラボ・オーガニックプチプレート2P  G-089
 211084  AC充電器一体型モバイルバッテリー 6000  G-103
 211085  ミニラボ・オーガニックボウル1P  G-089
 211090  衣類用圧縮袋2サイズセット（抗菌加工）  F-051
 211091  ル・グラン ダイヤモンドコートエッグパン（IH対応）  G-093
 211301  ローズコサージュポータブルバッグ（ピンク）  F-001・G-006
 211302  ローズコサージュポータブルバッグ（ネイビー）  F-001・G-006
 211311  プラルシェ・ランチクーラーバッグ（ボタニカル）  G-004
 211312  プラルシェ・ランチクーラーバッグ（ハワイアン）  G-004
 211321  プラルシェ・ポータブルクーラーバッグ（ボタニカル）  G-004
 211331  プラルシェ・ポータブルエコバッグ（ボタニカル）  G-005
 211341  クリアマルチ傘ケース（ベージュ）  F-049
 211342  クリアマルチ傘ケース（グレー）  F-049
 211351  京都くろちく・保冷巾着しょっぴんぐばっぐ（縞小紋）  G-079
 211352  京都くろちく・保冷巾着しょっぴんぐばっぐ（花七宝）  G-079
 211361  京都くろちく・保冷巾着とーと（縞小紋）  G-079
 211362  京都くろちく・保冷巾着とーと（花七宝）  G-079
 211411  セルトナ・抗菌ポータブルエコバッグ（レッド）  G-044
 211412  セルトナ・抗菌ポータブルエコバッグ（オレンジ）  G-044
 211413  セルトナ・抗菌ポータブルエコバッグ（カーキ）  G-044
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 211414  セルトナ・抗菌ポータブルエコバッグ（ネイビー）  G-044
 211415  セルトナ・抗菌ポータブルエコバッグ（ブラック）  G-044
 211451  くつろぎ快足 樹液力快足シート（レギュラー）  F-037
 211452  くつろぎ快足 樹液力快足シート（高麗人参）  F-037
 211453  くつろぎ快足 樹液力快足シート（よもぎ）  F-037
 211454  くつろぎ快足 樹液力快足シート（ゲルマニウム）  F-037
 213001  コムドア・ポップアップテント  G-032
 213002  コムドア・フォールディングチェア（収納ポーチ付き）  G-032
 213003  コムドア・ビッグ保冷バッグ  G-033
 213004  エルトラッド・ゴールドミラー付きポーチ  F-025
 213005  プラルシェ・マルチマスクポーチ（抗菌加工）  F-015・G-016
 213006  ローズボーテ・カッサプレート  F-030
 213008  バンブーキャップ ガラスキャニスター（M）  G-092
 213009  バンブーキャップ ガラスキャニスター（S）2Pセット  G-092
 213010  モノトーンポータブルエコバッグ  G-005
 213011  10オンス・厚生地A4コットントート（ブラック）  G-056
 213012  12オンス・厚生地フラットコットンポーチ（S）ブラック  G-065
 213013  12オンス・厚生地コットンポーチ（ブラック）  G-065
 213015  ロザリタ・コットンポーチ  F-021
 213016  ロザリタ・ポータブルコットンエコバッグ  G-005
 213017  今治 ベーシックカラーミニタオル  F-043
 213031  アニマル型付箋セット  G-109
 213032  お手軽衛生2点セット  G-110
 213033  キッチン快適3点セット  G-111
 213034  スマイルライフ5点セット  G-110
 213035  シンプルエコBOXティッシュ  100W3P  G-111
 213036  シンプルエコBOXティッシュ  100W5P  G-111
 213039  涼感洗えるマスク（10枚セット）  G-021
 213040  いつもみまもる・防災13点セット  G-027
 213041  いつもみまもる・防災27点セット  G-026
 213042  ダイナモハンドLEDライト  G-030
 213045  清活応援・プレミアムギフトセットＢ（キッチンケア5点）  G-110
 213046  清活応援・プレミアムギフトセット（ホームケア3点）  G-111
 213301  スウェードスタイル巾着（S）（ベージュ）  G-067
 213302  スウェードスタイル巾着（S）（ネイビー）  G-067
 213311  スウェードスタイル巾着（Ｍ）（ベージュ）  G-067
 213312  スウェードスタイル巾着（Ｍ）（ネイビー）  G-067
 213321  スウェードスタイル巾着（Ｌ）（ベージュ）  G-067
 213322  スウェードスタイル巾着（Ｌ）（ネイビー）  G-067
 213381  内ポケット付きソフトビニルマスクポーチ（ネイビー）  G-017
 213382  内ポケット付きソフトビニルマスクポーチ（ブラック）  G-017
 215001  ジュート＆コットンビッグトート（マチ付）  G-069
 215002  ジュート＆コットンフラットポーチ（S）  G-068
 215003  水平持ちできる2WAYエコバッグ  G-008
 215004  水平持ちできる4WAYクーラーバッグ  G-008
 215005  ウォームチェック・ポーチ  F-016
 215006  ウォームチェック・トートバッグ  F-016
 215007  パッカブルキルティングマフラー  F-003
 215008  カシミヤスタイルマフラー  F-002
 215009  カシミヤスタイルストール  F-002
 215010  グランフラワー・トートバッグ  F-013
 215011  グランフラワー・ボックスポーチ  F-013
 215012  グランフラワー・ポケット付きフラットポーチ（抗菌加工）  F-013・G-016
 215013  京都くろちく・かや織ふきん2枚せっと  G-084・G-098
 215014  クイックドライマルチクロス3枚セット  G-098
 215015  トゥーネ・ショルダーバッグ  F-011
 215016  トゥーネ・ラウンドポーチ  F-011
 215017  トゥーネ・フラットポーチ  F-011
 215018  シルクタッチ３Dマスク  G-020
 215019  イージーミニチョッパー  G-095
 215020  フラーフ・ファーマフラー  F-004
 215021  ウッドコーム（巾着付き）  F-032
 215022  千鳥柄ツイードスリムポーチ  F-018
 215023  素焼きエコ加湿器  G-024
 215024  アニモール・ミトンモップ  G-100
 215025  アニモール・お掃除3点セット  G-100
 215026  デニム＆ボアWフェイスブランケット  F-006
 215028  セルトナ・ストッパー付き真空ステンレスボトル（ホワイト）  G-040
 215029  セルトナ・ワンプッシュ真空ステンレスボトル（ホワイト）  G-040
 215032  LEDパーソナル加湿器  G-025
 215035  ハンディUV除菌ライト  G-025
 215039  バイオマスエコカトラリーセット  005
 215040  カルム・ボウル1P  G-089
 215041  カルム・プレート1P  G-089
 215042  カルム・マグカップ1P  G-089
 215043  イルムス・スクエアカッティングボード  G-087
 215044  イルムス・レンジパック小鉢  G-087
 215045  イルムス・レンジパック小鉢2Pセット  G-087
 215046  イルムス・ビッグプレート  G-087
 215047  イルムス・ビッグフリースブランケット  F-006・G-086
 215054  エルモズ・アニマルモップ  G-100
 215055  セルフィークリップライト  G-105
 215056  ラップトップスタンド  G-105
 215057  ライティングワイヤレス充電器  G-104
 215058  ハーフメッシュポーチ  G-105
 215059  くまモンのふわふわブランケット  G-112
 215060  ロミーナ・フェイクファーウェーブスヌード  F-004
 215061  バイラール・ジャガードストール  F-003
 215062  ヴィーナ・スマホタッチグローブ  F-004
 215064  リボア・ルームシューズ  F-007
 215065  ケース付きステンレススパチュラ  F-028

 215066  クリスタルネイルシャイナー（ケース付）  F-034
 215067  ヘッドリフレッシャー（遠赤外線鉱石配合）  F-033
 215068  今治チェックガーゼタオルハンカチ  F-046
 215069  モコふわマイクロファイバータオルハンカチ  F-046
 215070  USBコンパクト加湿器  G-025
 215071  急速充電対応フラットモバイルバッテリー5000  G-103
 215301  セルトナ・ポータブルマルシェ保冷バッグ（レッド）  G-042
 215302  セルトナ・ポータブルマルシェ保冷バッグ（オレンジ）  G-042
 215303  セルトナ・ポータブルマルシェ保冷バッグ（カーキ）  G-042
 215304  セルトナ・ポータブルマルシェ保冷バッグ（ネイビー）  G-042
 215305  セルトナ・ポータブルマルシェ保冷バッグ（ブラック）  G-042
 215311  プレミナ・2WAY巾着トートバッグ（ダークレッド）  G-006・G-037
 215312  プレミナ・2WAY巾着トートバッグ（ベージュ）  G-006・G-037
 215313  プレミナ・2WAY巾着トートバッグ（ネイビー）  G-006・G-037
 215314  プレミナ・2WAY巾着トートバッグ（グレー）  G-006・G-037
 215315  プレミナ・2WAY巾着トートバッグ（ブラック）  G-006・G-037
 215321  レザータッチ巾着（ブラック）  F-019
 215322  レザータッチ巾着（シャンパンホワイト）  F-019
 215331  プレミナ・スマート真空ステンレスボトル（ダークレッド）  G-036
 215332  プレミナ・スマート真空ステンレスボトル（ベージュ）  G-036
 215333  プレミナ・スマート真空ステンレスボトル（ネイビー）  G-036
 215334  プレミナ・スマート真空ステンレスボトル（グレー）  G-036
 215335  プレミナ・スマート真空ステンレスボトル（ブラック）  G-036
 215336  プレミナ・スマート真空ステンレスボトル（ホワイト）  G-036
 215361  折りたたみドット柄トートバッグ（ピンク）  G-006
 215362  折りたたみドット柄トートバッグ（ブルーグレー）  G-006
 215363  折りたたみドット柄トートバッグ（ブラック）  G-006
 215371  トゥーリフラスク・真空二重ステンレスボトル1L（シルバー）  G-034
 215372  トゥーリフラスク・真空二重ステンレスボトル1L（ブラック）  G-034
 215381  セパレート真空二重ステンレスボトル（グレー）  G-035
 215382  セパレート真空二重ステンレスボトル（ブラック）  G-035
 217001  10オンス・厚生地マチ広２WAYコットントート  G-054
 217002  エトワ・ドロールバッグ  G-001
 217003  ポータブルアイマスク&ネックピロー  G-028
 217004  モノトーンリボンヘアターバン  F-040
 217005  たためるシリコンスチーマー（レシピ付き）  G-094
 217006  竹炭フレッシュナー2Pセット  F-052
 217007  ブランジェリー メール・多機能オープナー2Pセット  G-090
 217008  バンブーファイバーマイストロー  004
 217009  竹粉配合バイオマス歯ブラシ  005
 217011  バンブーカトラリー5点セット（巾着入り）  005
 217012  超音波加湿器ポータブルミスト  G-024
 217013  スプレーボールペン（スポイト付）  G-021
 217014  非常用37点防災リュックセット  G-028
 217018  デリシャスホットサンドメーカー  G-033
 217019  ボトルインティッシュ  F-052
 217020  便利なまな板シート  G-096
 217022  蓋がお茶碗になる個食鍋  G-088
 217023  IH対応ダイヤモンドコート16cm鍋  G-093
 217024  目盛り付サラダスピナー  G-095
 217025  ソーラーモバイルチャージャー5000  G-103
 217026  電子メモパッド ミニ  G-108
 217027  吉祥の寅土鈴（特小）  G-114
 217028  吉祥の寅土鈴（小）  G-114
 217029  開運干支寅（みやび置物 中）  G-115
 217030  開運干支寅（金銀土鈴）  G-115
 217031  招福鈴付干支（寅）のお守り（運勢表付）  G-115
 217032  金箔押し袋入りねつけ（寅）  G-115
 217033  招福干支丸ねつけ（寅）  G-115
 217034  よろこびの干支せっけん（寅）  G-114
 217035  干支寅ポチ袋入ふせん  G-117
 217036  和装卓上セット（市松文様）  G-116
 217039  干支ミニカイロ（寅）  G-117
 217040  お祝箸3膳セット  G-116
 217041  干支キッチンスポンジ（寅）  G-117
 217042  干支キッチンタオル（寅）  G-117
 217043  干支白フェイスタオル（寅）  G-117
 217044  干支飴 （寅）  G-119
 217045  お芽でたおちょこ招き 白  G-119
 217046  干支ゴールドウェットティッシュ（寅）10枚  G-119
 217047  干支ロール（寅）  G-119
 217048  干支BOXティッシュ（寅）40W  G-119
 217049  開運干支貯金箱（寅）  G-119
 217050  2022壁掛機能付き卓上カレンダー  G-118
 217051  モニモ2022卓上カレンダー  G-118
 217052  2022卓上カレンダー（セブンカラーズ）  G-118
 217053  銀飾・菊割平皿２Ｐ  G-088
 217054  銀飾・菊割大鉢  G-088
 217055  銀飾・菊割中鉢  G-088
 217056  2WAYフェイススキンリフトバー  F-030
 217057  スタイリッシュ万年カレンダー  G-118
 217058  再生PETレジバッグ  G-010
 217059  ヘッドかっさブラシ  F-033
 217060  今治さざなみ・ハンドタオル  008
 217061  今治さざなみ・フェイスタオル  008
 217301  エトワ・お手玉エコバッグ（七宝）  G-001
 217302  エトワ・お手玉エコバッグ（リーフ）  G-001
 217311  スフィア・バンブーファイバーカトラリー3点セット（ミント）  002
 217312  スフィア・バンブーファイバーカトラリー3点セット（アイボリー）  002
 217321  スフィア・バンブーファイバーランチボックス（空気弁付き）（ミント）  003
 217322  スフィア・バンブーファイバーランチボックス（空気弁付き）（アイボリー）  003

 217331  スフィア・バンブーファイバー二重構造タンブラー（ミント）  002
 217332  スフィア・バンブーファイバー二重構造タンブラー（アイボリー）  002
 217341  スフィア・バンブーファイバーマルチ保存容器（ミント）  003
 217342  スフィア・バンブーファイバーマルチ保存容器（アイボリー）  003
 217351  セルトナ・ハンディアルコール配合スプレー（レッド）  G-013・G-039
 217352  セルトナ・ハンディアルコール配合スプレー（グリーン）  G-013・G-039
 217353  セルトナ・ハンディアルコール配合スプレー（ブルー）  G-013・G-039
 217354  セルトナ・ハンディアルコール配合スプレー（ネイビー）  G-013・G-039
 217355  セルトナ・ハンディアルコール配合スプレー（ブラック）  G-013・G-039
 217361  ハーバリウムフレグランスビーズ（ブーケ）  F-052
 217362  ハーバリウムフレグランスビーズ（シトラス）  F-052
 217363  ハーバリウムフレグランスビーズ（アクア）  F-052
 217381  干支寅フェイスタオル（絵馬）  G-117
 217382  干支寅フェイスタオル（格子）  G-117
 217391  ご挨拶バスキューブ（ありがとうございます）  F-037
 217392  ご挨拶バスキューブ（ほんのきもち）  F-037
 217393  ご挨拶バスキューブ（いつもありがとう）  F-037
 217401  ほっこりバスタイム入浴料（しっとり風呂）  F-037
 217402  ほっこりバスタイム入浴料（おやすみ風呂）  F-037
 217403  ほっこりバスタイム入浴料（エステ風呂）  F-037
 219001  アルコール配合ソウラスプレー15ml  G-015
 219009  アルコール配合スプレー30ml  G-014
 219010  アルコール配合スプレー100ml  G-014
 219017  いつもみまもる・衛生4点セット  G-022
 219021  アルコール配合ハンドクリーム  G-015
 219026  ペン型アルコール除菌スプレー10ml  G-014
 219027  アルコール除菌カード型スプレー18ml  G-014
 219301  マスクレスト（抗菌加工）（花柄）  G-018
 219302  マスクレスト（抗菌加工）（トライアングル柄）  G-018
 219321  シリコンケース付きスプレーボトル30ml（ダークレッド）  G-021
 219322  シリコンケース付きスプレーボトル30ml（ベージュ）  G-021
 219323  シリコンケース付きスプレーボトル30ml（ネイビー）  G-021
 219324  シリコンケース付きスプレーボトル30ml（グレー）  G-021
 219325  シリコンケース付きスプレーボトル30ml（イエロー）  G-021
 219331  シリコンケース付きアルコール配合スプレー30ml（ダークレッド）  G-013
 219332  シリコンケース付きアルコール配合スプレー30ml（ベージュ）  G-013
 219333  シリコンケース付きアルコール配合スプレー30ml（ネイビー）  G-013
 219334  シリコンケース付きアルコール配合スプレー30ml（グレー）  G-013
 219335  シリコンケース付きアルコール配合スプレー30ml（イエロー）  G-013
 219341  4層構造不織布立体マスク30枚入（ホワイト）  G-019
 219342  4層構造不織布立体マスク30枚入（ブラック）  G-019
 219351  4層構造不織布立体マスク5枚入（ホワイト）  G-019
 219352  4層構造不織布立体マスク5枚入（ブラック）  G-019
 219361  新型コロナウイルス抗原検査キット・緑  G-012
 219362  新型コロナウイルス抗体検査キット・青  G-012
 219363  新型コロナウイルス中和抗体検査キット・赤  G-012
 219371  ケース入りアルコール配合スプレー10ml（ホワイト）  G-014
 219372  ケース入りアルコール配合スプレー10ml（ピンク）  G-014



オリジナル名入れ商品で貴社のイメージアップ！

商品スペック表記の見方

※DMハガキのサイズは全て146×104mmです。
※DMハガキの申込単位は50枚です。
※DMハガキの宛名面は、レーザープリンターには対応しておりません。
　（インクジェットプリンターによる印字は可能ですが、専用紙ではありませんので、インクが載りにくい場合があります。）

POST   CARD

DMハガキ

★

単価 ￥198

NEW  色指定可  名入れ可   日本製

京都くろちく・お手玉えこばっぐ（椿）

品番 197019
（000465）
サイズ 約 200×200×100mm
 （間口 300mm）
素　材 ポリエステル
備　考  名入れ可能
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 72
2 色アソート＊色・柄は指定できません。
DMハガキ  品番 198019（単価￥6）

名入れ位置
最大サイズの見方

イラストの赤枠の
サイズ内でオリジナルの
名入れが可能

A B

名入れ位置・最大サイズ
A：タテ150×ヨコ150mm
版代S・プリント代 J
B：タテ40×ヨコ50mm
版代S・プリント代G

ネイビー ブラック

色指定可  名入れ可  
セルトナ・リフレクターポータブルエコバッグ

品番 205331　レッド
品番 205332　イエロー
品番 205333　オレンジ
品番 205334　カーキ
品番 205335　ネイビー
品番 205336　ブラック
（000700）
サイズ 使用時：約 380×400mm
 収納時：約 130×130×15mm
素　材 ポリエステル、アルミニウム
備　考 名入れ可能
梱包状態 ポリ袋入
カートン入数 各色 120

単価 参考上代 ￥700.C83589単価 ￥298

A

B

A：タテ 150×ヨコ150mm
B：タテ 40×ヨコ50mm

このマークの商品は
すべて名入れができます!

名入れ可

P ＝パッド印刷
S ＝シルク印刷
E ＝型押し
I ＝インクジェット印刷
L＝レーザー印刷

【版代の説明】

データ入稿について

のし印刷・包装も承ります
100個から承ります。
包装紙は10種類からお選びいただけます。
※ご指定がない場合、①雲竜ピンクになります。

名入れの方法は、シルク印刷やパッド印刷を中心に、インクジェットやデジタル転写など多くの種類がありますが、ここでは一般的なデータ作成の注意点を説明致します。

使用ソフト：
Adobe Illustrator
（アドビイラストレーター）CS5以下

●入稿データとしてふさわしくないもの
・ Microsoft Excel、Word、PowerPointなどのビジネスソフトで作成したもの。
・ インターネットなどからコピーした画像やロゴなど、解像度の低いデータ。
・ 承諾を得ていない版権や、知的財産権に関わるモデル写真、ロゴマーク、キャラクターなどのデータ。

・ 入稿データは必ずバックアップを取った上で、必要なデータのみをお送りください。
・ ご使用のパソコンモニターと印刷されたものとでは多少色味が異なります。
  色指定がある場合はDICやPANTONEなどのカラーナンバーを明記してください。
・ 作成されたデータのファイル名には半角英数字を使用し、拡張子を付けて保存してください。
　（ファイル名にスペースや記号を使わないでください。）

●その他の注意点

AI形式 PDF形式EPS形式

版下として適正

Excel PPTWord

版下として使えません

データ入稿の際にいくつかの注意点があります。ご理解とご協力をお願いします。

◆保存形式≫EPS・AI・PDF形式 （バージョンを明記してください）
　※バージョンはCS5以下で保存していただくようお願いします。 
　写真などの画像を配置した場合は、必ず配置した元データも添付してください。
◆モード≫CMYKモードを使用してください。RGBモードで作成された場合、出力時
　にCMYKモードに変換するため、若干の色差が生じますのでご注意ください。
◆データ作成の注意点≫文字化け等の問題を回避するために、文字は必ず
　アウトライン化してください。

イラストレーター以外のペイント系ソフト（EPS.PSD.PICT.JPEG形式等）で
作成したデータも使用できます。詳しくはお問い合わせください。

◆お客様からいただいたデータを弊社で名入れイメージ
　作成し、ご確認後入稿致します。
※商品によって印刷位置が多少ずれることがございます。
※現物サンプルの確認は別途料金と納期がかかります。
　詳しくはお問い合わせください。
◆名入れのご注文は100個より承ります。
◆納品は校正確認後、約 2週間かかります。
※数量と時期により異なる場合がございます。

ご注文から納品までの流れ
ご注文
お客様
ロゴ手配

名入れ
イメージ
作成

お客様
校正確認 入稿 印刷 納品

※数量が100個未満の場合は、
　印刷代が一式としてかかります。
　詳しくはお問い合わせください。

商品の大きさによっては半紙サイズで包装できない
場合があります。その際は全紙サイズの用意のある
ものよりお選びください。

単価・納期につきましては、詳しくはお問い合わせください。
※のし掛け・包装につきましては、一部対応できない商品もあります。
　 詳しくはお問い合わせください。

納期／約2週間　
※最低100個から承ります。 
包装サイズ
半紙：約750×530mm
全紙：約1,000×750mm

①雲竜ピンク

半
紙・全
紙
サ
イ
ズ

②雲竜緑 ③雲竜青 ④ツル金銀 ⑤マドンナリリー銀

⑥ネイビー ⑧メモワーズ⑦こげ茶 ⑨ポエット ⑩クロッシュレース

半
紙
サ
イ
ズ

商品発注ナンバー（6ケタ）

新登場商品 色指定可能

タテ

ヨコ

間口

奥行

商品サイズの
測り方

参考上代価格

DM発注ナンバー（6ケタ）
販促・イベント告知のアピールに役立つダイレクトメールをご用意しています
軽減税率適用商品となります

環境優良商品

掲載価格には消費税は
含まれておりません

日本国内生産品

新価格設定商品
名入れ可能

サイズ表記はタテ×ヨコ×奥行mm（間口mm）の順です
（バッグなどの持ち手部分は含みません）
バッグ類のサイズは最小値を計測しています

アソート表記のある場合は、色・種類の
指定はできません

新価格！
PRICE
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