
小売のお客様ご注文単位 本体価格￥1,000以下：6個以上(同一種ｱｿｰﾄ可)

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2020年1月31日カタログ№73-01

旧カタログ№73-38
原産国:中国

品番:73575 JAN:4580135305356

モダンローズ

マチ付きエコバッグ

材質：ポリエステル100％

Ｗ46/Ｈ40/マチ16

ハンドル立上り約23

各本体価格￥800
ｶｰﾄﾝ入数100

品番:73571 JAN:4580135305318

ルーシー
品番:73572 JAN:4580135305325

マリー
品番:73573 JAN:4580135305332

ティアラローズ

品番:73574 JAN:4580135305349

ミュージック

品番:73608 JAN:4580135305684

モダンローズ

フリル付きエコバッグ

材質：ポリエステル100％

Ｗ37/Ｈ26/マチ15

ハンドル立上り約11

各本体価格￥980
ｶｰﾄﾝ入数80

品番:73604
JAN:4580135305646

ルーシー

品番:73605
JAN:4580135305653

マリー

品番:73606
JAN:4580135305660

ティアラローズ

品番:73607
JAN:4580135305677

ミュージック

コンパクトに折りたためます。

内ポケットを利用して
コンパクトに折りたた
めます。



2020年1月31日カタログ№73-02

旧カタログ№73-39
原産国:中国

品番:73590 JAN:4580135305509

モダンローズ

お稽古バッグ

材質：ポリエステル100％

表面：塩化ビニルコーティング

Ｗ29/Ｈ33/マチ7
ハンドル立上り約11

各本体価格￥1,200
ｶｰﾄﾝ入数50

品番:73586 JAN:4580135305462

ルーシー
品番:73587 JAN:4580135305479

マリー
品番:73588 JAN:4580135305486

ティアラローズ

品番:73589 JAN:4580135305493

ミュージック

品番:73580 JAN:4580135305400

モダンローズ

持ち手付き巾着

材質：ポリエステル100％

Ｗ30/Ｈ33/マチ11

ハンドル立上り約9

各本体価格￥680 ｶｰﾄﾝ入数100

品番:73576 JAN:4580135305363

ルーシー
品番:73577 JAN:4580135305370

マリー
品番:73578 JAN:4580135305387

ティアラローズ

品番:73579 JAN:4580135305394

ミュージック

小売のお客様ご注文単位 本体価格￥1,000以下：6個以上 ￥3,000未満：3個以上(同一種ｱｿｰﾄ可)

※本体価格は全て税抜き表示となっております。



小売のお客様ご注文単位 本体価格￥1,000以下：6個以上 ￥3,000未満：3個以上(同一種ｱｿｰﾄ可)

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2020年1月31日カタログ№73-03

旧カタログ№73-40
原産国:中国

品番:73595 JAN:4580135305554

モダンローズ

掛けれるティッシュケース

材質：ポリエステル100％

表面：塩化ビニルコーティング

Ｗ18/Ｈ33

ハンドル立上り約10

各本体価格￥650 ｶｰﾄﾝ入数100

品番:73591 JAN:4580135305516

ルーシー
品番:73592 JAN:4580135305523

マリー
品番:73593 JAN:4580135305530

ティアラローズ

品番:73594 JAN:4580135305547

ミュージック

保温ランチバッグ

材質(外側)：ポリエステル100％ (内側)：アルミニウム

Ｗ35/Ｈ21/マチ13 ハンドル立上り約14

各本体価格￥1,600 ｶｰﾄﾝ入数30

品番:73601 JAN:4580135305615

ルーシー
品番:73602 JAN:4580135305622

マリー
品番:73603 JAN:4580135305639

ティアラローズ

ティッシュのメーカー
によりティッシュが箱
ごと納まらない場合が
ございます。

その際は箱からティッ

シュを取り出してご使

用ください。



小売のお客様ご注文単位 本体価格￥1,000以下：3個以上(同一種ｱｿｰﾄ可)

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2020年1月31日カタログ№73-04

旧カタログ№73-41
原産国:中国

品番:73585 JAN:4580135305455

モダンローズ

メガネケース

材質：ポリエステル100％

Ｗ9/Ｄ19/Ｈ1

各本体価格￥700 ｶｰﾄﾝ入数100

品番:73581 JAN:4580135305417

ルーシー
品番:73582 JAN:4580135305424

マリー
品番:73583 JAN:4580135305431

ティアラローズ

品番:73584 JAN:4580135305448

ミュージック

品番:73600 JAN:4580135305608

モダンローズ

フラットポーチ

材質：ポリエステル100％

表面：塩化ビニルコーティング

Ｗ19/Ｄ14/Ｈ1

各本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数100

品番:73596 JAN:4580135305561

ルーシー
品番:73597 JAN:4580135305578

マリー
品番:73598 JAN:4580135305585

ティアラローズ

品番:73599 JAN:4580135305592

ミュージック



2020年1月31日カタログ№73-05
旧カタログ№73-19,32

原産国:中国

品番:73422
JAN:4571140742687

カプリローズ

品番:73424
JAN:4571140742700

ブルーローズ

品番:73423
JAN:4571140742694

モードローズ

品番:73430
JAN:4571140743134

パティオローズ

ペンケース(歯ブラシポーチにも)

材質本体:綿100％(塩化ﾋﾞﾆﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞ)内側:PEVA樹脂
Ｗ21.5/Ｄ2/Ｈ7.5
各本体価格￥480 ｶｰﾄﾝ入数120

フラットポーチ

材質本体:綿100％

(塩化ﾋﾞﾆﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞ)
内側:PEVA樹脂

Ｗ19/Ｄ1/Ｈ14.5
各本体価格￥750
ｶｰﾄﾝ入数100

品番:73500 JAN:4571140746685 品番:73444 JAN:4571140743271 品番:73443 JAN:4571140743264

品番:73457
JAN:4571140743400

レジ袋ストッカー
材質本体:綿100％
(塩化ﾋﾞﾆﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 
内側:PEVA樹脂
Ｗ23.5/Ｄ8/Ｈ37
各本体価格￥1,000
ｶｰﾄﾝ入数100

品番:73460
JAN:4571140743431

品番:73458
JAN:4571140743417

品番:73459
JAN:4571140743424

小売のお客様ご注文単位 本体価格￥1,000以下：6個以上(同一種ｱｿｰﾄ可)

￥3,000未満：3個以上(同一種ｱｿｰﾄ可)

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

巾着 材質:ポリエステル100％(はっ水加工)
Ｗ29/Ｄ33 ハンドル立上り約9

各本体価格￥850 ｶｰﾄﾝ入数60

品番:73385 JAN:4571140733968 品番:73434 JAN:4571140743172品番:73433 JAN:4571140743165



小売のお客様ご注文単位 本体価格￥3,000未満：3個以上(同一種ｱｿｰﾄ可)

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2020年1月31日カタログ№73-06
旧カタログ№73-22,31

原産国:中国

品番:73418
JAN:45711

40739465

カプリローズ

品番:73425
JAN:4571140742717

リバーシブルハット

材質:綿100％

フリーサイズ

各本体価格￥1,900
ｶｰﾄﾝ入数100

品番:73426
JAN:4571140742724

品番:73427
JAN:4571140742731

品番:73428
JAN:45711

40743110

パティオローズ

品番:73431
JAN:4571140743141

エプロン

材質本体:綿100％
Ｗ95/Ｈ78
各本体価格￥2,600
ｶｰﾄﾝ入数60

品番:73503*
JAN:4571140747200

カラフルバイク

品番:73504*
JAN:4571140747217

ミュージカル

品番:73501*
JAN:4571140746692

フラワーバイク

品番:73502*
JAN:4571140747194

リルローズ

トートバッグ
Ｗ30.5/Ｈ33.5/マチ7
ハンドル立上り約11

各本体価格￥1,400

ｶｰﾄﾝ入数50


