
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31日カタログ№77-01
原産国：中国 材質：ポリエステル100％

品番：77714
JAN:4571140730936

品番：77705
JAN:45711

40730844

品番：77708
JAN:4571140730875

品番：77711
JAN:4571140730905

品番：77702
JAN:45711 

40730813

品番：77710
JAN:4571140730899

品番：77707
JAN:4571140730868

品番：77704
JAN:4571140730837

品番：77701
JAN:4571140730806

品番：77713
JAN:4571140730929

品番：77715
JAN:4571140730943

ベースマット 約φ25

各本体価格￥680 ｶｰﾄﾝ入数120

出荷単位：3枚以上

ペーパーカバー

約Ｗ18

各本体価格￥1,000

ｶｰﾄﾝ入数120

出荷単位：3枚以上

ティッシュＢＯＸカバー 約Ｗ30/Ｈ31

各本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数120

出荷単位：3枚以上

品番：77703
JAN:4571140730820

品番：77388
JAN:4571140717142

品番：77706
JAN:4571140730851

品番：77389
JAN:4571140717159

約Ｗ29.5/Ｈ28

品番：77390
JAN:45711

40717166

約Ｗ17

品番：77709
JAN:4571140730882



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31日カタログ№77-02
原産国：中国

品番：77460 JAN:4571140719467

ティッシュＢＯＸカバー

Ｗ36/Ｄ32

本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数120

トップクロス

品番：77463 JAN:4571140719498

Ｓ：35×50(ランチョンマット

としてもご使用可)

本体価格￥850 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：77464 JAN:4571140719504

Ｍ：35×80
本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：77465 JAN:4571140719511

Ｌ：35×120
本体価格￥1,700 ｶｰﾄﾝ入数120

全て手洗い可能です！

トップクロス

品番：77594 JAN:4571140728469

Ｓ:35×50(ランチョンマット

としてもご使用可)

本体価格￥850 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：77595 JAN:4571140728476

Ｍ:35×80

本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：77596 JAN:4571140728483

Ｌ:35×120

本体価格￥1,700 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：77591 JAN:4571140728438

ティッシュＢＯＸカバー

Ｗ40/Ｄ32

本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数120

レース拡大

材質 生 地：ポリエステル100％
刺繍上糸：レーヨン 100％

下糸：ポリエステル100％

材質 生 地：ポリエステル 95％
麻 5％

刺繍上糸：レーヨン 100％
下糸：ポリエステル100％



品番：77887* JAN:4571140737829

ペーパーホルダーカバー

Ｗ16.5

本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：77886 JAN:4571140737812

ティッシュＢＯＸカバー

Ｗ42/Ｄ33

本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数120

トップクロス

品番：77888 JAN:4571140737836

Ｓ:35×50

本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：77889 JAN:4571140737843

Ｍ:35×80

本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：77890 JAN:4571140737850

Ｌ:35×120

本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数120

レース拡大

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31日カタログ№77-03
材質 生 地：綿 100％

刺繍上糸：レーヨン 100％
下糸：ポリエステル100％

トップクロス

品番：77893 JAN:4571140737881

Ｓ:35×50

本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：77894 JAN:4571140737898

Ｍ:35×80

本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：77895 JAN:4571140737904

Ｌ:35×120

本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数120

材質 生地：ポリエステル100％

品番：77892* JAN:4571140737874

ペーパーホルダーカバー

Ｗ16.5

本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数120
品番：77891 JAN:4571140737867

ティッシュＢＯＸカバー

Ｗ40/Ｄ30

本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数120

レース拡大



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

材質 生 地：ポリエステル 95％
麻 5％

刺繍上糸：レーヨン 100％
下糸：ポリエステル100％

品番：78414 JAN:4580135306582
ティッシュＢＯＸカバー

約Ｗ40/Ｄ27

本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数120
品番：78415 JAN:4580135306599

クッションカバー 約45×45

本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数60

品番：78416 JAN:4580135306605
トップクロスＳ(ランチョンマットにも)

約35×50

本体価格￥1,300 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78417 JAN:4580135306612

トップクロスＭ 約35×80

本体価格￥1,600 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78418 JAN:4580135306629

トップクロスＬ 約35×120

本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数120

※手作りのため、商品によってサイズに若干差があります。

2021年01月31日カタログ№77-04

原 産 国：中国
材質 生 地：綿 100％

刺繍上糸：レーヨン 100％
下糸：ポリエステル100％

品番：78388 JAN:4580135301754
ティッシュＢＯＸカバー

約Ｗ40/Ｄ30

本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78390 JAN:4580135301778
トップクロスＳ(ランチョンマットにも)

約35×50

本体価格￥1,300 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78391 JAN:4580135301785

トップクロスＭ 約35×80

本体価格￥1,600 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78392 JAN:4580135301792

トップクロスＬ 約35×120

本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数120



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31日カタログ№77-05

原 産 国：中国
材質 生 地：ポリエステル100％

刺繍上糸：レーヨン 100％
下糸：ポリエステル100％

品番：78382 JAN:4580135301693
ティッシュＢＯＸカバー

約Ｗ40/Ｄ27

本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78381 JAN:4580135301686

ベースマット(ドイリー)

約φ40

本体価格￥480 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78383
JAN:4580135301709

クッションカバー

約45×45

本体価格￥1,500

ｶｰﾄﾝ入数90

品番：78384 JAN:4580135301716

トップクロスＳ(ランチョンマットにも)

約35×50

本体価格￥1,300 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78385 JAN:4580135301723

トップクロスＭ 約35×80

本体価格￥1,600 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78386 JAN:4580135301730

トップクロスＬ 約35×120

本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数120



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31日カタログ№77-06

原 産 国：中国
材質 生 地：ポリエステル100％

刺繍上糸：レーヨン 100％
下糸：ポリエステル100％

品番：78393 JAN:4580135301808

ベースマット(ドイリー)

約φ35

本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78394
JAN:4580135301815

クッションカバー

約45×45

本体価格￥2,400

ｶｰﾄﾝ入数90

品番：78395 JAN:4580135301822

トップクロスＳ(ランチョンマットにも)

約30×46

本体価格￥1,600 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78396 JAN:4580135301839

トップクロスＭ 約40×90

本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78397 JAN:4580135301846

トップクロスＬ 約40×125

本体価格￥3,200 ｶｰﾄﾝ入数120



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31日カタログ№77-07

原 産 国：中国
材質 生 地：ポリエステル100％

刺繍上糸：レーヨン 100％
下糸：ポリエステル100％

品番：78419 JAN:4580135306636
ティッシュＢＯＸカバー

約Ｗ29/Ｄ26

本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78420
JAN:4580135306643

クッションカバー

約45×45

本体価格￥1,300

ｶｰﾄﾝ入数60

品番：78421 JAN:4580135306650
トップクロスＳ(ランチョンマットにも)

約35×50

本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78422 JAN:4580135306667

トップクロスＭ 約35×80

本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78423 JAN:4580135306674

トップクロスＬ 約35×120

本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数120

※手作りのため、商品によってサイズに若干差があります。



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31日カタログ№77-08

原 産 国：中国
材質 生 地：ポリエステル100％

刺繍上糸：レーヨン 100％
下糸：ポリエステル100％

品番：78410 JAN:4580135306544

カフェカーテンＳ 約45×150 本体価格￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数60
品番：78411 JAN:4580135306551

カフェカーテンＬ 約60×150 本体価格￥3,200 ｶｰﾄﾝ入数60

品番：78424 JAN:4580135306681
トップクロスＳ(ランチョンマットにも)

約30×50

本体価格￥1,300 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78425 JAN:4580135306698

トップクロスＭ 約30×90

本体価格￥1,600 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78426 JAN:4580135306704

トップクロスＬ 約30×120

本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78412 JAN:4580135306568

カフェカーテンＳ 約45×150 本体価格￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数60
品番：78413 JAN:4580135306575

カフェカーテンＬ 約60×150 本体価格￥3,200 ｶｰﾄﾝ入数60

※手作りのため、商品によってサイズに若干差があります。



                 

2021年01月31日カタログ№79-01
原産国：中国

品番：79796
JAN:4562133549741

1輪 Ｗ80/Ｈ60

材質：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％

本体価格￥4,800 ｶｰﾄﾝ入数20

品番：79802
JAN:4562133550105

2輪 Ｗ70/Ｈ60

材質：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ85％・ｱｸﾘﾙ10％・ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ5％

本体価格￥5,000 ｶｰﾄﾝ入数20

品番：79797
JAN:4562133549758

3輪 Ｗ80/Ｈ60

材質：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％

本体価格￥5,200 ｶｰﾄﾝ入数20

品番：79798
JAN:4562133549765

4輪 Ｗ110/Ｈ70

材質：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％

本体価格￥7,800 ｶｰﾄﾝ入数20

品番：79976
JAN:4562133570004

トイレマット Ｗ70/Ｈ62

材質：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％

本体価格￥5,400 ｶｰﾄﾝ入数20

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

洋式のトイレにぴったり

玄関マット
キッチンマット等に

手織りから機械織りに変更になり(79802除く)、

生地表面の肌触りがとても柔らかくなりました。

思わず素足で踏みたくなるような仕上がりです。



                 

2021年01月31日カタログ№79-02

原産国：中国 材質：ポリエステル 85％

アクリル 10％

ポリ塩化ビニル5％

品番：79998 JAN:4571140744070

ピンクローズ

Ｗ113/Ｈ42

本体価格￥5,800 ｶｰﾄﾝ入数10

品番：79999 JAN:4571140744087

ベージュローズ

Ｗ113/Ｈ42

本体価格￥5,800 ｶｰﾄﾝ入数10

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

玄関マット
キッチンマット等に

品番：79996
JAN:4571140744056

キャット＆ピアノ

Ｗ81/Ｈ59

本体価格￥4,800 ｶｰﾄﾝ入数10

品番：79997
JAN:4571140744063

キャット＆ローズ

Ｗ82/Ｈ52

本体価格￥5,400 ｶｰﾄﾝ入数10

～玄関マット、キッチンマット等に～

裏面には滑りにくい加工

を施しています。



品番：79962*
JAN:4562133565215

品番：79963*
JAN:4562133565222

品番：79964*
JAN：4562133565239

パープル

ご使用例

車の中やクローゼット、お洋服の付属アクセサリー

などを入れハンガーに掛けるなどいろいろな用途に

お使い頂けます。

大

小Ｗ10/Ｈ18(紐部分含Ｈ26.5)

各本体価格￥200
ｶｰﾄﾝ入数144
出荷単位：6

大Ｗ13/Ｈ24(紐部分含Ｈ31)

各本体価格￥300
ｶｰﾄﾝ入数144
出荷単位：6

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31日カタログ№79-03

原産国：中国

材 質：ﾅｲﾛﾝ100％

品番：79969*
JAN:4562133565284

パープル

小

小Ｗ9.5/Ｈ18
(紐部分含Ｈ24)

各本体価格￥200
ｶｰﾄﾝ入数144

出荷単位：6



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31日カタログ№77-30
原 産 国：中国

材質 表地：ポリエステル 95％・綿 4％・レーヨン 1％

裏地：ポリエステル100％

レッド 小 品番:78343 JAN:4571140742076

中 品番:78344 JAN:4571140742083

大 品番:78345 JAN:4571140742090

小 50×80 各本体価格￥2,500 ｶｰﾄﾝ入数30

中 70×120 各本体価格￥4,200 ｶｰﾄﾝ入数20

大 約140×200 各本体価格￥14,000 ｶｰﾄﾝ入数10

グリーン 小 品番:78346 JAN:4571140742106

中 品番:78347 JAN:4571140742113

大 品番:78348 JAN:4571140742120

ピンク 小 品番:78349 JAN:4571140742137

中 品番:78350 JAN:4571140742144

大 品番:78351 JAN:4571140742151

ブルー 小 品番:78352 JAN:4571140742168

中 品番:78353 JAN:4571140742175

大 品番:78354 JAN:4571140742182

小 大

中

＜サイズ対比＞



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31日カタログ№77-31

原 産 国：中国

材質 表地：ポリエステル 95％・綿 4％・レーヨン 1％

裏地：ポリエステル100％

ブルー 小 品番:78355 JAN:4571140742199

中 品番:78356 JAN:4571140742205

大 品番:78357 JAN:4571140742229

レッド 小 品番:77820 JAN:4571140735498

中 品番:77821 JAN:4571140735504

大 品番:77822 JAN:4571140735511

グリーン 小 品番:77823 JAN:4571140735528

中 品番:77824 JAN:4571140735535

大 品番:77825 JAN:4571140735542

ピンク 小 品番:77826 JAN:4571140735559

中 品番:77827 JAN:4571140735566

大 品番:77828 JAN:4571140735573

小 50×80 各本体価格￥2,500 ｶｰﾄﾝ入数30

中 70×120 各本体価格￥4,200 ｶｰﾄﾝ入数20

大 約140×200 各本体価格￥14,000 ｶｰﾄﾝ入数10

小 大

中

＜サイズ対比＞



                 

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

ＰＶＣキッチンマット

(リバーシブル)
約120×44

各本体価格￥2,800
ｶｰﾄﾝ入数10

品番：78363
JAN:4571140745060

2021年01月31日カタログ№77-32
原産国：中国 材質：ポリ塩化ビニル

品番：78364
JAN:4571140745077

品番：78362
JAN:4571140745053

厚手のＰＶＣ素材を使用。

優れたクッション性で長時間
のキッチン仕事でも足が疲れ
にくい。

〇優れたクッション性。

〇滑りにくい。

〇水や汚れに強く、お手入れもかんたん。

水や液体をこぼしても・・・。 さっとひと拭きで・・・。 綺麗にもとどおり！

両面ともエンボス加工（凹凸）を
施している為、滑りにくい。



                 

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：78404
JAN:4580135303475

品番：78401
JAN:4580135303444

品番：78402
JAN:4580135303451

スクエアタイプ

Ｗ30/Ｄ30/Ｈ32

各本体価格￥1,500
ｶｰﾄﾝ入数10

品番：78405
JAN:4580135303482

品番：78406
JAN:4580135303499

品番：78400
JAN:4580135303437

品番：78403
JAN:4580135303468

2021年01月31日カタログ№77-33
原 産 国：中国
材質 構造部材

本体・フタ：天然木化粧繊維板
張 り 材
本体・フタ：【外面】ポリ塩化ビニル 100％

【内面】ポリプロピレン(不織布)100％
クッション材：ウレタンフォーム

耐 荷 重：80kg

品番：78398*
JAN:4580135303413

ルーシー

収納スツール！
ＰＶＣなので、
汚れてもサッと
拭きとれお手入
れ楽々♪

使わないときは
折り畳んで
コンパクトに。

品番：78399
JAN:4580135303420

マリー

品番：78436
JAN:4580135308036

ルーシー



                 

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：78433
JAN:4580135308005

モネ『日傘の女』

品番：78430
JAN:4580135307978

モネ『アルジャントゥイユ

のモネの庭』

品番：78431
JAN:4580135307985

モネ『睡蓮3』

スクエアタイプ Ｗ30/Ｄ30/Ｈ32

各本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数10

品番：78434
JAN:4580135308012

モネ『睡蓮、宵の効果』

品番：78435
JAN:4580135308029

モネ『睡蓮の池』

品番：78429
JAN:4580135307961

モネ『ジヴェルニー

のモネの庭』

品番：78432
JAN:4580135307992

モネ『アルジャントゥイユ

の赤いボート』

2021年01月31日カタログ№77-34
原 産 国：中国
材質 構造部材

本体・フタ：天然木化粧繊維板
張 り 材
本体・フタ：【外面】ポリ塩化ビニル 100％

【内面】ポリプロピレン(不織布)100％
クッション材：ウレタンフォーム

耐 荷 重：80kg

品番：78427
JAN:4580135307947

ゴッホ『夜のカフェテラス』

品番：78428
JAN:4580135307954

ゴッホ『ひまわり』

収納スツール！ＰＶＣなので、汚れ
てもサッと拭きとれお手入れ楽々♪

使わないときは折り畳んで
コンパクトに。


