
　

品番：37685
JAN:4560136889161

2021年07月07日カタログ№37-20
原産国：中国
材質：ニューボーンチャイナ

※本体価格は税抜き表示となっております。

ギフトＢＯＸ入りマグカップ

φ9/Ｈ9(取っ手含むＷ12)

容量300ml

各本体価格￥1,000

ｶｰﾄﾝ入数36

品番：37682
JAN:4560136889130

品番：37684
JAN:4560136889154

ＮＥＷ
品番：37690
JAN:4560136889215

ＮＥＷ
品番：37688
JAN:4560136889192

ＮＥＷ
品番：37689
JAN:4560136889208



　

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年07月07日カタログ№37-21
原産国：中国 材質：磁器

パンマット Ｗ15.5/Ｄ15.5

各本体価格￥1,300 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：37371
JAN:4560136885507

品番：37374
JAN:4560136885538

品番：37375 JAN:4560136885545 品番：37437 JAN:4560136886689 品番：37438
JAN:4560136886696

品番：37372
JAN:4560136885514

品番：37476
JAN:4560136887075

品番：37475 JAN:4560136887068

品番：37478 JAN:4560136887099 品番：37479 JAN:4560136887105

ＮＥＷ 品番：37686
JAN:4560136889178

ＮＥＷ 品番：37687
JAN:4560136889185



2021年07月07日カタログ№64-18
原産国：中国 材質：樹脂

品番:64318 JAN:4571140747439

『考えてます！』 Ｗ10/Ｄ5.5/Ｈ10.5
本体価格￥980 ｶｰﾄﾝ入数36

品番:64320 JAN:4571140747453

『お昼寝』 Ｗ12/Ｄ4/Ｈ16.5
本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64321 JAN:4571140747460

『小物入れ 手おけ』 Ｗ8/Ｄ6/Ｈ8.5
本体価格￥1,100 ｶｰﾄﾝ入数48

品番:64322 JAN:4571140747477

『小物入れ かご』
Ｗ6.5/Ｄ7/Ｈ7.5
本体価格￥980 ｶｰﾄﾝ入数64

品番:64323 JAN:4571140747484

『小物入れ ふくろ』
Ｗ7/Ｄ6/Ｈ6.5
本体価格￥980 ｶｰﾄﾝ入数96

品番:64325
JAN:4571140747507

『小物入れ おけ』

Ｗ6/Ｄ6/Ｈ9.5
本体価格￥980 ｶｰﾄﾝ入数64

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

ペン立てやハンコ立て等に。

ペン立てやハンコ立て等に。

品番:64313 JAN:4571140747385

『カタツムリとニラメッコ』
Ｗ16.5/Ｄ6/Ｈ7
本体価格￥880 ｶｰﾄﾝ入数32

ΝＥＷ
品番:64470
JAN:4580135310664

『お花大好き
ローズ』

Ｗ4/Ｄ2.5/Ｈ7.5
本体価格￥850
ｶｰﾄﾝ入数144

ΝＥＷ
品番:64471
JAN:4580135311036

『ウエルカム』
Ｗ4/Ｄ2.5/Ｈ7.5
本体価格￥850
ｶｰﾄﾝ入数144



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年07月01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￥1,300

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￥1,300 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。

レクタングルタイプ

Ｗ48/Ｄ31/Ｈ32

各本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数10

2021年07月19日カタログ№77-47
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：78473
JAN:4580135311395

品番：78474
JAN:4580135311401

品番：78475
JAN:4580135311418

品番：78476
JAN:4580135311425

品番：78477
JAN:4580135311432

ＮＥＷ

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。



2021年07月07日カタログ№EU84-12
原産国：イタリア 材質：真鍮真鍮

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

ＮＥＷ
品番：84490
JAN:4582141296956

ワゴン※組立て式

天板材質：ガラス

Ｗ76/Ｄ50/Ｈ84

本体価格￥138,000

ＮＥＷ
品番：84489 JAN:4582141296949

トレー Ｗ38/Ｄ24/Ｈ4

本体価格￥16,000



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

センティッドデコ

さまざまなモチーフを繊細に象った香りのオーナメント。

綿密に調合された優しい香りが染み込んでいます。

Ｗ4.1/Ｄ1.2/Ｈ4.1ｃｍ

BOX:50

香り：マーキーズ

￥400

８８００１１

21/07/01 M-02

Ｗ5.5/Ｄ3.5/Ｈ4ｃｍ

BOX:24

香り：ディバインマーキーズ

￥400

８８００１２

Ｗ5/Ｄ1.9/Ｈ6.5ｃｍ

BOX:50

香り：ベルアンヴォレ

￥400

８８００１３

φ4/Ｈ3.3ｃｍ

BOX:50

香り：アントワネット

￥400

８８００１４

センティッドデコＳ

Ｗ4.2/Ｄ1.3/Ｈ4ｃｍ

BOX:50

香り：マーキーズ

￥350

８８０００７

Ｗ4.4/Ｄ1.4/Ｈ4ｃｍ

BOX:50

香り：コットンフラワー

￥350

８８０００８

Ｗ4.5/Ｄ1/Ｈ4.2ｃｍ

BOX:50

香り：ヴォルティージ

￥350

８８０００９

Ｗ3.8/Ｄ0.7/Ｈ3.8ｃｍ

BOX:50

香り：ヴォルティージ

￥350

８８００１０

φ5.6/Ｄ2.5ｃｍ

BOX:50

香り：ﾛｰｽﾞｴﾚｶﾞﾝﾄ

￥400

８８０２２１

Ｗ4.4/Ｄ1.5/Ｈ4.5ｃｍ

BOX:50

香り：ﾛｰｽﾞｴﾚｶﾞﾝﾄ

￥350

８８０２２４

Ｗ4.5/Ｄ1.2/Ｈ4.3ｃｍ

BOX:50

香り：ﾏｰｷｰｽﾞ

￥350

８８０２２５

さまざまなモチーフを繊細に象った香りのオーナメント。

ミニドレスに入れてエレガントにご利用頂けます。

Ｗ4.2/Ｄ1.3/Ｈ3ｃｍ

BOX:50

香り：ﾗｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ

￥350

８８０２２２

※ドレスにセンティッドデコ Ｓ が入ります。

Ｗ6/Ｄ2/Ｈ6ｃｍ

BOX:50

香り：ローズエリクサー

￥600

８８０３２１

Ｗ4.3/Ｄ2/Ｈ8ｃｍ

BOX:50

香り：ローズエリクサー

￥600

８８０３２３


