
2020年02月15日カタログ№70-07
原産国：中国 材質：ＭＤＦ

品番:70621
JAN:4580135309880

トレー(表面防水加工)

Ｗ34/Ｄ23/Ｈ2.5

(取っ手含むＷ42/Ｄ23/Ｈ8)

本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数4

品番:70623
JAN:4580135309903

小物入れ

Ｗ15/Ｄ15/Ｈ5

本体価格￥1,000

ｶｰﾄﾝ入数24

品番:70632
JAN:4580135309996

卓上チェスト
Ｗ18/Ｄ10/Ｈ27.5(引手含むＤ11)
本体価格￥3,800 ｶｰﾄﾝ入数4

品番:70626
JAN:4580135309934

ミラー付き

小物入れ

φ13/Ｈ9

本体価格￥1,800

ｶｰﾄﾝ入数36

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。

品番:70618 JAN:4580135309859

コースター4Ｐセット(表面防水加工)
10×10(ケースW11/D11/H3.5)
本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数36

品番:70629 JAN:4580135309965

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ25/Ｄ13.5/Ｈ8

本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数16

品番:70635 JAN:4580135310022

卓上チェスト

Ｗ33.5/Ｄ10/Ｈ25(引手含むＤ11)

本体価格￥4,800 ｶｰﾄﾝ入数4

品番:70615
JAN:4580135309828

フォトフレーム

Ｗ18/Ｄ1.5/Ｈ23

(ﾌｫﾄｻｲｽﾞ10×15)

本体価格￥1,400

ｶｰﾄﾝ入数24



2020年02月15日カタログ№70-08
原産国：中国 材質：ＭＤＦ

品番:70622
JAN:4580135309897

トレー(表面防水加工)

Ｗ34/Ｄ23/Ｈ2.5

(取っ手含むＷ42/Ｄ23/Ｈ8)

本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数4

品番:70624
JAN:4580135309910

小物入れ

Ｗ15/Ｄ15/Ｈ5

本体価格￥1,000

ｶｰﾄﾝ入数24

品番:70633
JAN:4580135310008

卓上チェスト
Ｗ18/Ｄ10/Ｈ27.5(引手含むＤ11)
本体価格￥3,800 ｶｰﾄﾝ入数4

品番:70627
JAN:4580135309941

ミラー付き

小物入れ

φ13/Ｈ9

本体価格￥1,800

ｶｰﾄﾝ入数36

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。

品番:70619 JAN:4580135309866

コースター4Ｐセット(表面防水加工)
10×10(ケースW11/D11/H3.5)
本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数36

品番:70630 JAN:4580135309972

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ25/Ｄ13.5/Ｈ8

本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数16

品番:70636 JAN:4580135310039

卓上チェスト

Ｗ33.5/Ｄ10/Ｈ25(引手含むＤ11)

本体価格￥4,800 ｶｰﾄﾝ入数4

品番:70616
JAN:4580135309835

フォトフレーム

Ｗ18/Ｄ1.5/Ｈ23

(ﾌｫﾄｻｲｽﾞ10×15)

本体価格￥1,400

ｶｰﾄﾝ入数24



2020年02月15日カタログ№70-09
原産国：中国 材質：ＭＤＦ

品番:70625
JAN:4580135309927

小物入れ

Ｗ15/Ｄ15/Ｈ5

本体価格￥1,000

ｶｰﾄﾝ入数24

品番:70634
JAN:4580135310015

卓上チェスト
Ｗ18/Ｄ10/Ｈ27.5(引手含むＤ11)
本体価格￥3,800 ｶｰﾄﾝ入数4

品番:70628
JAN:4580135309958

ミラー付き

小物入れ

φ13/Ｈ9

本体価格￥1,800

ｶｰﾄﾝ入数36

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。

品番:70620 JAN:4580135309873

コースター4Ｐセット(表面防水加工)
10×10(ケースW11/D11/H3.5)
本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数36

品番:70631 JAN:4580135309989

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ25/Ｄ13.5/Ｈ8

本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数16

品番:70637 JAN:4580135310046

卓上チェスト

Ｗ33.5/Ｄ10/Ｈ25(引手含むＤ11)

本体価格￥4,800 ｶｰﾄﾝ入数4

品番:70617
JAN:4580135309842

フォトフレーム

Ｗ18/Ｄ1.5/Ｈ23

(ﾌｫﾄｻｲｽﾞ10×15)

本体価格￥1,400

ｶｰﾄﾝ入数24



2021年02月15日カタログ№70-10

原産国：中国 材質：ポリエステル100％

小売のお客様ご注文単位 ￥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:70640
JAN:4580135310077

品番:70638
JAN:4580135310053

スクエアクッション(パンヤ入り)
45×45
各本体価格￥1,800 ｶｰﾄﾝ入数15

品番:70641
JAN:4580135310084

品番:70639
JAN:4580135310060

レクタングルクッション(パンヤ入り)
50×30
各本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数15



2021年01月31日カタログ№70-01
原産国：中国 材質：ＭＤＦ

品番:70580
JAN:4580135302966

グレー
フォトフレーム

Ｗ18/Ｄ1.5/Ｈ23

(ﾌｫﾄｻｲｽﾞ10×15)

各本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数24

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:70581
JAN:4580135302973

ピンク

品番:70591
JAN:4580135303079

グレー

品番:70590
JAN:4580135303062

ピンク

品番:70582 JAN:4580135302980

コースター4Ｐセット(表面防水加工)
10×10
本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数36

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ23.5/Ｄ13.5/Ｈ8

各本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数16

品番:70584
JAN:4580135303000

グレー

品番:70583
JAN:4580135302997

ピンク

トレー(表面防水加工)

Ｗ34/Ｄ23/Ｈ2.5

(取っ手含むＷ43/Ｄ23/Ｈ7.5)

各本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数4



2021年01月31日カタログ№70-02

原産国：中国 材質：ＭＤＦ

品番:70586 JAN:4580135303024

ピンク 小物入れ

Ｗ15/Ｄ15/Ｈ5

各本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数24

品番:70585
JAN:4580135303017

卓上チェスト

Ｗ33.5/Ｄ10/Ｈ25

(引手含むＤ11)

本体価格￥4,800

ｶｰﾄﾝ入数4

品番:70592 JAN:4580135303086

卓上チェスト
Ｗ18/Ｄ10/Ｈ32.5(引手含むＤ11)
本体価格￥4,200 ｶｰﾄﾝ入数4

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

ミラー付き小物入れ

φ13/Ｈ9

各本体価格￥1,800 ｶｰﾄﾝ入数36

品番:70587 JAN:4580135303031
グレー

品番:70588 JAN:4580135303048

ピンク
品番:70589 JAN:4580135303055

グレー



2021年01月31日カタログ№70-03

原産国：中国 材質：ポリエステル100％

品番:70594
JAN:4580135303109

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:70593
JAN:4580135303093

品番:70596
JAN:4580135303123

品番:70595
JAN:4580135303116

スクエアクッション(パンヤ入り)
45×45
各本体価格￥1,800 ｶｰﾄﾝ入数15

品番:70598
JAN:4580135303147

品番:70597
JAN:4580135303130

レクタングルクッション(パンヤ入り)
50×30
各本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数20



2021年01月31日カタログ№70-04
原産国：中国 材質：ＭＤＦ

品番:70603
JAN:4580135307329

トレー(表面防水加工)

Ｗ34/Ｄ23/Ｈ2.5

(取っ手含むＷ42/Ｄ23/Ｈ8)

本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数4

品番:70605
JAN:4580135307343

小物入れ

Ｗ15/Ｄ15/Ｈ5

本体価格￥1,000

ｶｰﾄﾝ入数24

品番:70611 JAN:4580135307404

卓上チェスト
Ｗ18/Ｄ10/Ｈ27.5(引手含むＤ11)
本体価格￥3,800 ｶｰﾄﾝ入数4

品番:70607
JAN:4580135307367

ミラー付き

小物入れ

φ13/Ｈ9

本体価格￥1,800

ｶｰﾄﾝ入数36

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:70601 JAN:4580135307305

コースター4Ｐセット(表面防水加工)
10×10(ケースW11/D11/H3.5)
本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数36

品番:70609 JAN:4580135307381

ティッシュＢＯＸケース
Ｗ25/Ｄ13.5/Ｈ8
本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数16

品番:70613 JAN:4580135307428

卓上チェスト

Ｗ33.5/Ｄ10/Ｈ25(引手含むＤ11)

本体価格￥4,800 ｶｰﾄﾝ入数4

品番:70599
JAN:4580135307282

フォトフレーム

Ｗ18/Ｄ1.5/Ｈ23

(ﾌｫﾄｻｲｽﾞ10×15)

本体価格￥1,400

ｶｰﾄﾝ入数24



2021年01月31日カタログ№70-05
原産国：中国 材質：ＭＤＦ

品番:70604
JAN:4580135307336

トレー(表面防水加工)

Ｗ34/Ｄ23/Ｈ2.5

(取っ手含むＷ42/Ｄ23/Ｈ8)

本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数4

品番:70606
JAN:4580135307350

小物入れ

Ｗ15/Ｄ15/Ｈ5

本体価格￥1,000

ｶｰﾄﾝ入数24

品番:70612 JAN:4580135307411

卓上チェスト
Ｗ18/Ｄ10/Ｈ27.5(引手含むＤ11)
本体価格￥3,800 ｶｰﾄﾝ入数4

品番:70608
JAN:4580135307374

ミラー付き

小物入れ

φ13/Ｈ9

本体価格￥1,800

ｶｰﾄﾝ入数36

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:70602 JAN:4580135307312

コースター4Ｐセット(表面防水加工)
10×10(ケースW11/D11/H3.5)
本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数36

品番:70610 JAN:4580135307398

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ25/Ｄ13.5/Ｈ8

本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数16

品番:70614 JAN:4580135307435

卓上チェスト

Ｗ33.5/Ｄ10/Ｈ25(引手含むＤ11)

本体価格￥4,800 ｶｰﾄﾝ入数4

品番:70600
JAN:4580135307299

フォトフレーム

Ｗ18/Ｄ1.5/Ｈ23

(ﾌｫﾄｻｲｽﾞ10×15)

本体価格￥1,400

ｶｰﾄﾝ入数24



　

2021年01月31日カタログ№70-06
原産国：中国

ディスプレイシェルフ ※組立て式

材質:ＭＤＦ

Ｗ50/Ｄ33/Ｈ165 棚Ｗ47/Ｄ35

各本体価格：オープン

各下代：￥23,000
※別途送料：サイズＡ

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:70575
JAN:4580135300634

ブラック

品番:70576
JAN:4580135300641

アイボリー

品番:70577
JAN:4580135300658

ブラック

品番:70578
JAN:4580135300665

アイボリー

品番:70579
JAN:4580135300672

グレー

ディスプレイシェルフ ※組立て式
材質:アイアン
Ｗ47/Ｄ50.8/Ｈ156.5 棚Ｗ47/Ｄ36

各本体価格：オープン

各下代：￥12,000


