2021年01月31日カタログ№25-01
原産国：中国 材質：樹脂
※ハンドペイント仕上げのため、色に若干差があります。
品番：25809
JAN:4571140747668

品番：25820
JAN:4571140748092

コースター
Ｗ11.5/Ｄ10/Ｈ2.5
本体価格￥580 ｶｰﾄﾝ入数48

トレー
Ｗ19/Ｄ9/Ｈ3
本体価格￥900
ｶｰﾄﾝ入数18
品番：25813
JAN:4571140747705

トレー
Ｗ25/Ｄ14/Ｈ3.5
本体価格￥1,500
ｶｰﾄﾝ入数24
品番：25812
JAN:4571140747699

オーバル小物入れ
Ｗ12/Ｄ9/Ｈ7.5
本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：25822
JAN:4571140748115

ペン立て
Ｗ10/Ｄ9/Ｈ11
本体価格￥1,500
ｶｰﾄﾝ入数24

品番：25826
JAN:4571140748153

ラウンド小物入れ
φ13/Ｈ11
本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：25811
JAN:4571140747682

フォトフレーム
Ｗ15/Ｄ3/Ｈ22.5
(フォトサイズ10×15)

本体価格￥1,600
ｶｰﾄﾝ入数18

品番：25810
JAN:4571140747675

時計
Ｗ11/Ｄ10/Ｈ24.5
単3電池×1
本体価格￥3,000
ｶｰﾄﾝ入数8
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￥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。

品番：25824
JAN:4571140748139

ミラートレー Ｗ39/Ｄ21.5/Ｈ4.5
本体価格￥3,500 ｶｰﾄﾝ入数12

2021年01月31日カタログ№25-02
原産国：中国 材質：樹脂
※ハンドペイント仕上げのため、色に若干差があります。
品番：25814
JAN:4571140747712

品番：25819
JAN:4571140748085

コースター
Ｗ11/Ｄ10/Ｈ1.5
本体価格￥580 ｶｰﾄﾝ入数48

トレー
Ｗ18/Ｄ9/Ｈ3
本体価格￥900
ｶｰﾄﾝ入数18
品番：25818
JAN:4571140747750

トレー
Ｗ22/Ｄ14/Ｈ3.5
本体価格￥1,500
ｶｰﾄﾝ入数24
品番：25817
JAN:4571140747743

オーバル小物入れ
Ｗ12/Ｄ9/Ｈ7.5
本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：25821
JAN:4571140748108

ペン立て
Ｗ9.5/Ｄ9/Ｈ11
本体価格￥1,500
ｶｰﾄﾝ入数24

品番：25825
JAN:4571140748146

ラウンド小物入れ
φ12/Ｈ11
本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：25816
JAN:4571140747736

フォトフレーム
Ｗ14.5/Ｄ3/Ｈ21.5
(フォトサイズ10×15)

本体価格￥1,600
ｶｰﾄﾝ入数18

品番：25815
JAN:4571140747729

時計
Ｗ11.5/Ｄ10/Ｈ24
単3電池×1
本体価格￥3,000
ｶｰﾄﾝ入数8
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￥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。

品番：25823
JAN:4571140748122

ミラートレー Ｗ38/Ｄ21.5/Ｈ5.5
本体価格￥3,500 ｶｰﾄﾝ入数12

2021年01月31日カタログ№25-03
原産国：中国 材質：樹脂
※ハンドペイント仕上げのため、色に若干差があります。

品番：25827 JAN:4580135300245
フォトフレーム
Ｗ15.5/Ｄ2.5/Ｈ21

品番：25833 JAN:4580135300306
フォトフレーム
Ｗ17/Ｄ3/Ｈ22

品番：25837 JAN:4580135300344
フォトフレーム
Ｗ15/Ｄ2.5/Ｈ20

(フォトサイズ10×15)

(フォトサイズ10×15)

(フォトサイズ10×15)

本体価格￥1,600

ｶｰﾄﾝ入数18

本体価格￥1,600

ｶｰﾄﾝ入数18

本体価格￥1,600

ｶｰﾄﾝ入数18

品番：25831
JAN:4580135300283

トレー
Ｗ28/Ｄ14/Ｈ3.5
本体価格￥2,200

ｶｰﾄﾝ入数12

品番：25835
JAN:4580135300320

トレー
Ｗ31/Ｄ14/Ｈ3
本体価格￥2,400

ｶｰﾄﾝ入数12

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：25829 JAN:4580135300269
オーバル小物入れ
Ｗ12.5/Ｄ10/Ｈ10.5
本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数12

2021年01月31日カタログ№25-04
原産国：中国 材質：樹脂
※ハンドペイント仕上げのため、色に若干差があります。

品番：25828 JAN:4580135300252
フォトフレーム
Ｗ15.5/Ｄ2.5/Ｈ21

品番：25834 JAN:4580135300313
フォトフレーム
Ｗ17/Ｄ3/Ｈ22

品番：25838 JAN:4580135300351
フォトフレーム
Ｗ15/Ｄ2.5/Ｈ20

(フォトサイズ10×15)

(フォトサイズ10×15)

(フォトサイズ10×15)

本体価格￥1,600

ｶｰﾄﾝ入数18

本体価格￥1,600

ｶｰﾄﾝ入数18

本体価格￥1,600

ｶｰﾄﾝ入数18

品番：25832
JAN:4580135300290

トレー
Ｗ28/Ｄ14/Ｈ3.5
本体価格￥2,200

ｶｰﾄﾝ入数12

品番：25836
JAN:4580135300337

トレー
Ｗ31/Ｄ14/Ｈ3
本体価格￥2,400

ｶｰﾄﾝ入数12

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：25830 JAN:4580135300276
オーバル小物入れ
Ｗ12.5/Ｄ10/Ｈ10.5
本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数12

2021年01月31日カタログ№25-05
原産国：中国 材質：樹脂
※ハンドペイント仕上げのため、色に若干差があります。

品番：25854
JAN:4580135301495

品番：25857

ペン立て
φ7.5/Ｈ11
本体価格￥1,500
ｶｰﾄﾝ入数12

JAN:4580135301525

トレー
Ｗ18/Ｄ10.5/Ｈ3.5
本体価格￥1,200
ｶｰﾄﾝ入数36

品番：25856

品番：25858

JAN:4580135301518

JAN:4580135301532

ハンドミラー
Ｗ25.5/Ｄ10/Ｈ2
本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数36

ポケットティッシュケース
Ｗ14/Ｄ11.5/Ｈ4.5
本体価格￥1,800
ｶｰﾄﾝ入数24

品番：25853
JAN:4580135301488

ラウンド小物入れ
φ14/Ｈ11
本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：25852
JAN:4580135301471

フォトフレーム
Ｗ17/Ｄ3/Ｈ22
(フォトサイズ10×15)

本体価格￥1,600

ｶｰﾄﾝ入数24

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￥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。

品番：25855
JAN:4580135301501

ミラートレー Ｗ37/Ｄ21.5/Ｈ4.5
本体価格￥3,500 ｶｰﾄﾝ入数12

2021年01月31日カタログ№25-06
原産国：中国 材質：樹脂
※ハンドペイント仕上げのため、色に若干差があります。

品番：25864
JAN:4580135301594

トレー
Ｗ18/Ｄ10/Ｈ3
本体価格￥1,200
ｶｰﾄﾝ入数36
品番：25863
JAN:4580135301587

ハンドミラー
Ｗ21.5/Ｄ13/Ｈ3
本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数36
品番：25868
JAN:4580135301631

ペン立て
Ｗ7.5/Ｄ9/Ｈ11
本体価格￥1,500
ｶｰﾄﾝ入数12

品番：25872
JAN:4580135301679

ポケットティッシュケース
Ｗ14/Ｄ11.5/Ｈ4.5
本体価格￥1,800
ｶｰﾄﾝ入数24

品番：25871
JAN:4580135301662

ハンドミラー
Ｗ25/Ｄ11.5/Ｈ2
本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数36

品番：25867
JAN:4580135301624

ラウンド小物入れ
φ14.5/Ｈ11
本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数12
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：25869
JAN:4580135301648

ミラートレー Ｗ39/Ｄ22/Ｈ4.5
本体価格￥3,500 ｶｰﾄﾝ入数12

