
2022年09月01日カタログ№09-01
原産国：中国 材質:ガラス

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

φ20

各本体価格￥1,700 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：09764＊
JAN:4580135302515

品番：09765＊
JAN:4580135302522

品番：09766＊
JAN:4580135302539

品番：09767＊
JAN:4580135302546

Ｗ16.5/Ｈ22

各本体価格￥1,800 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：09768＊
JAN:4580135302553

品番：09769＊
JAN:4580135302560

品番：09770＊
JAN:4580135302577

品番：09771＊
JAN:4580135302584

Ｗ22/Ｈ16.5

各本体価格￥1,800
ｶｰﾄﾝ入数24品番：09772＊

JAN:4580135302591

品番：09773＊
JAN:4580135302607

品番：09774＊
JAN:4580135302614

品番：09775＊
JAN:4580135302621



ゆっくり閉まります！

2022年09月01日カタログ№11-01
原産国：中国 材質：アイアン・ポリプロピレン

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

ペダル式ダストＢＯＸ Ｌ
Ｗ26/Ｄ31/Ｈ43 容量約12ℓ

各本体価格￥5,900 ｶｰﾄﾝ入数4

ふたがゆっくり

閉まる静音設計。

品番：11373
JAN:4571140735696

マリー

品番：11379
JAN:4580135308456

マリー

ペダル式ダストBOX

ペダル式ダストＢＯＸ Ｓ
Ｗ20.5/Ｄ26.5/Ｈ31.5 容量約5ℓ 各本体価格￥4,100 ｶｰﾄﾝ入数6

品番：11372
JAN:4571140735689

ルーシー

中のバケツが

取り外し可能。
溜まったゴミの
処理も簡単です。

品番：11385
JAN:4580135311715

ナデシコ

品番：11386
JAN:4580135311722

マエストローズ

品番：11384
JAN:4580135311708

リルローズ

品番：11378
JAN:4580135308449

ルーシー

品番：11388
JAN:4580135311746

ナデシコ

品番：11389
JAN:4580135311753

マエストローズ

品番：11387
JAN:4580135311739

リルローズ



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログ№23-01

原 産 国：中国
材 質：ポリプロピレン
耐熱温度：80℃

Ｌサイズ
約Ｗ36.5/Ｄ22.5/Ｈ0.9

(使用可能部分約Ｗ30/Ｄ21)

各本体価格￥850 ｶｰﾄﾝ入数24

出荷単位：3枚以上

Ｓサイズ
約Ｗ25/Ｄ16/Ｈ0.6

(使用可能部分約Ｗ19/Ｄ14)
各本体価格￥420 ｶｰﾄﾝ入数48

出荷単位：3枚以上

Ｌ 品番：23089 JAN：4580135302447

Ｓ 品番：23084 JAN：4580135302393

Ｌ 品番：23091 JAN：4580135302461

Ｓ 品番：23086 JAN：4580135302416

Ｌ 品番：23090 JAN：4580135302454

Ｓ 品番：23085 JAN：4580135302409

Ｌ 品番：23092 JAN：4580135302478

Ｓ 品番：23087 JAN：4580135302423

Ｌ 品番：23088 JAN：4580135302430

Ｓ 品番：23083 JAN：4580135302386

品番：23093 JAN：4580135302485 品番：23095 JAN：4580135302508

約Ｗ36.5/Ｄ22.5/Ｈ0.9(使用可能部分約Ｗ30/Ｄ21)

各本体価格￥850 ｶｰﾄﾝ入数24

出荷単位：3枚以上



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログ№23-02

原 産 国：中国
材 質：ポリプロピレン
耐熱温度：80℃

Ｌサイズ
約Ｗ36.5/Ｄ22.5/Ｈ0.9

(使用可能部分約Ｗ30/Ｄ21)

各本体価格￥850 ｶｰﾄﾝ入数24
出荷単位：3枚以上

Ｓサイズ
約Ｗ25/Ｄ16/Ｈ0.6

(使用可能部分約Ｗ19/Ｄ14)
各本体価格￥420 ｶｰﾄﾝ入数48

出荷単位：3枚以上

Ｌ 品番：23109 JAN：4580135309439

Ｓ 品番：23103 JAN：4580135309378

Ｌ 品番：23111 JAN：4580135309453

Ｓ 品番：23105 JAN：4580135309392

Ｌ 品番：23110 JAN：4580135309446

Ｓ 品番：23104 JAN：4580135309385

Ｌ 品番：23112 JAN：4580135309460

Ｓ 品番：23106 JAN：4580135309408

Ｌ 品番：23108 JAN：4580135309422

Ｓ 品番：23102 JAN：4580135309361

Ｌ 品番：23113 JAN：4580135309477

Ｓ 品番：23107 JAN：4580135309415

ルーシー マリー

Ｌ 品番：23117 JAN：4580135314556

Ｓ 品番：23115 JAN：4580135314532

Ｌ 品番：23116 JAN：4580135314549

Ｓ 品番：23114 JAN：4580135314525



品番：23097
JAN：4580135309316

マリー

品番：23096
JAN：4580135309309

ルーシー

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログ№23-03
原産国：中国
材 質：ポリプロピレン 耐熱温度60℃

ランチョンマット4Ｐ
＆コースター4Ｐセット

ランチョンマット：Ｗ43.5×Ｄ28

コースター：10×10

各本体価格￥650
ｶｰﾄﾝ入数

品番：23078
JAN：4580135302331

品番：23079
JAN：4580135302348

品番：23080
JAN：4580135302355

品番：23081
JAN：4580135302362

品番：23082
JAN：4580135302379



2022年09月01日カタログ№23-04
原産国：中国
材 質：ポリプロピレン 耐熱温度60℃

ランチョンマット4Ｐ＆コースター4Ｐセット
ランチョンマット：Ｗ43.5×Ｄ28

コースター：10×10

各本体価格￥650 ｶｰﾄﾝ入数48

品番：23098
JAN：4580135309323

品番：23099
JAN：4580135309330

品番：23100
JAN：4580135309347

品番：23101
JAN：4580135309354

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：23118
JAN：4580135314563

品番：23119
JAN：4580135314570



            

2022年09月01日カタログNo.30-01
原産国：日本 材質：ステンレス

品番：692908
JAN:4582485602703

各本体価格￥150 ｶｰﾄﾝ入数72

出荷単位：12(1ﾊﾟｯｸ/12本入)

各本体価格￥280 ｶｰﾄﾝ入数60

出荷単位：12(1ﾊﾟｯｸ/12本入)

品番：692909
JAN:4582485602710

品番：692910
JAN:4582485602727

品番：692912
JAN:4582485602741

品番：692902
JAN:4582485602642

品番：692901
JAN:4582485602635

品番：692903
JAN:4582485602659

品番：692905
JAN:4582485602673

品番：692904
JAN:4582485602666

品番：692906
JAN:4582485602680

L13.5

L18.5

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

L19

品番：692907
JAN:4582485602697

品番：692911
JAN:4582485602734



品番：541009 JAN:4589672228449

スワン・ダブル Ｗ14/Ｄ14/Ｈ17
本体価格￥4,800

原産国：中国
材質：クリスタル

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：541031 JAN:4589672228661

アップル(Ｌ) ピンク

Ｗ8/Ｄ8/Ｈ8.5 本体価格￥5,800

品番：541076
JAN:4589672230947

ローズ

Ｗ10/Ｄ6.5/Ｈ25

本体価格￥8,500

品番：541047
JAN:4589672228821

ガラスエンジェル ピンク

Ｗ4.3/Ｄ4.3/Ｈ6
本体価格￥500

品番：541046
JAN:4589672228814

ガラスエンジェル ブルー

Ｗ4.3/Ｄ4.3/Ｈ6
本体価格￥500

Crystal Ornament
クリスタルオーナメント

品番：541075
JAN:4589672230930

イーグル

Ｗ7.7/Ｄ3.5/Ｈ8

本体価格￥3,800

品番：541008 JAN:4589672228432

スワン・ダブル Ｗ11/Ｄ11/Ｈ7.5
本体価格￥2,500

2022年09月01日 カタログNO.54-01
原産国：中国 材質：ガラス

ガラスオーナメント

GlassOrnament



ビッグローズ 小 φ37/Ｈ116

各本体価格￥3,500 ｶｰﾄﾝ入数8

出荷単位：3

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログNo.67-01
原産国：中国 材質 花：ポリエステル

茎：アイアン、ポリ塩化ビニル

品番：672065＊
JAN:4582485603106

品番：672066＊
JAN:4582485603113

品番：672067＊
JAN:4582485603120

ビッグローズ ラメ入り φ50/Ｈ136

各本体価格￥5,400 ｶｰﾄﾝ入数6 出荷単位：2

品番：672068＊
JAN:4582485604608

品番：672054＊
JAN:4582485601683

レッド

品番：672055＊
JAN:4582485601690

ピンク

品番：672052＊
JAN:4582485601652

ピンク

品番：672071＊
JAN:4580135308043

パープル
ビッグローズ 大

φ50/Ｈ136
各本体価格￥4,500 ｶｰﾄﾝ入数6
出荷単位：2

品番：672051＊
JAN:4582485601645

レッド

品番：672072＊
JAN:4580130308050

パープル

品番：672060＊
JAN:4582485601713

イエロー



　

2022年09月01日カタログ№69-01

原産国：中国

材 質：アイアン、プラスティック

針 ：アルミニウム

Ｗ21/Ｄ12.5/Ｈ28.5 単3電池×1
本体価格￥2,600 ｶｰﾄﾝ入数4

品番：69137＊
JAN:4571140747521

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：69147＊
JAN:.4571140747620

Ｗ18/Ｄ8/Ｈ35
単3電池×1

本体価格￥3,800
ｶｰﾄﾝ入数4

品番：69148＊
JAN:.4571140747637

Ｗ23/Ｄ8/Ｈ32
単3電池×1

本体価格￥3,600
ｶｰﾄﾝ入数6

品番：69149*
JAN:.4571140747644

Ｗ15.5/Ｄ13.5/Ｈ28.5 単3電池×1

本体価格￥3,200 ｶｰﾄﾝ入数8

品番：69145＊
JAN:4571140747606

品番：69142＊
JAN:4571140747576掛け時計

φ32/Ｄ3 単3電池×1

各本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：69138＊
JAN:.4571140747538

Ｗ21/Ｄ12/Ｈ25.5
単3電池×1
本体価格￥2,600
ｶｰﾄﾝ入数12


