
※本体価格は税抜き表示となっております。

メガネケース（メガネ拭き付）
Ｗ16.5/Ｄ6/Ｈ4
各本体価格￥850 ｶｰﾄﾝ入数100

品番：73562 JAN:4580135303154 品番：73563 JAN:4580135303161

品番：73565 JAN:4580135303185 品番：73566 JAN:4580135303192 品番：73567 JAN:4580135303208

品番：73568 JAN:4580135303215 品番：73569 JAN:4580135303222 品番：73570 JAN:4580135303239

2023年02月01日カタログ№73-01

原産国：中国 材質 本 体：スチール

表 面：ポリ塩化ビニル

内 側：ポリスチレン

メガネ拭き：ポリエステル100％

品番：73496 JAN:4571140745244

品番：73400 JAN:4571140737775 品番：73401 JAN:4571140737782 品番：73402 JAN:4571140737799



※本体価格は税抜き表示となっております。

メガネケース（メガネ拭き付）
Ｗ16.5/Ｄ6/Ｈ4
各本体価格￥850 ｶｰﾄﾝ入数100

品番：73817 JAN:4580135315690 品番：73818 JAN:4580135315706

2023年02月01日カタログ№73-02

原産国：中国 材質 本 体：スチール

表 面：ポリ塩化ビニル

内 側：ポリスチレン

メガネ拭き：ポリエステル100％

品番：73816 JAN:4580135315683

品番：73813 JAN:4580135315652 品番：73814 JAN:4580135315669 品番：73815 JAN:4580135315676

品番：73820 JAN:4580135315720品番：73819 JAN:4580135315713



2023年02月01日カタログ№73-03

原 産 国：中国

材質 本 体：スチール

表 面：ポリ塩化ビニル

内 側：ポリスチレン

メガネ拭き：ポリエステル100％

※本体価格は税抜き表示となっております。

ケースと同じ柄のメガネ拭き付き

メガネケース
（メガネ拭き付）
Ｗ16.5/Ｄ6.5/Ｈ3.5
各本体価格￥850
ｶｰﾄﾝ入数100

品番：73518 JAN:4571140748160

モネ『睡蓮3』
品番：73519 JAN:4571140748177

モネ『ジヴェルニーのモネの庭』
品番：73520 JAN:4571140748184

ルノアール『アニエールの
セーヌ河』

品番：73521 JAN:4571140748191

モネ『アルジャントゥイユの
モネの庭』

品番：73522 JAN:4571140748207

モネ『睡蓮、宵の効果』



2023年02月01日カタログ№73-04

原 産 国：中国
材質 レ ン ズ：アクリル樹脂

フレーム：ポリカーボネイト
ケ ー ス：ポリカーボネイト

※本体価格は税抜き表示となっております。

リーディンググラス(老眼鏡・ケース付き)

各本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数150

※ラインストーン入り

ﾚﾝｽﾞ度数+1.0 品番：73523*
JAN:4571140748450

+1.5 品番：73463
JAN:4571140744414

+2.0 品番：73464
JAN:4571140744421

+2.5 品番：73465
JAN:4571140744438

※ラインストーン入り

ﾚﾝｽﾞ度数+1.0 品番：73526*
JAN:4571140748481

+1.5 品番：73475
JAN:4571140744537

+2.0 品番：73476
JAN:4571140744544

+2.5 品番：73477
JAN:4571140744551

+3.0 品番：73478*
JAN:4571140744568

※ラインストーン入り

ﾚﾝｽﾞ度数+1.0 品番：73524*
JAN:4571140748467

+1.5 品番：73467
JAN:4571140744452

+2.0 品番：73468
JAN:4571140744469

+2.5 品番：73469
JAN:4571140744476

+3.0 品番：73470*
JAN:4571140744483

※ラインストーン入り

ﾚﾝｽﾞ度数+1.0 品番：73525*
JAN:4571140748474

+1.5 品番：73471
JAN:4571140744490

+2.0 品番：73472
JAN:4571140744506

+2.5 品番：73473
JAN:4571140744513

+3.0 品番：73474*
JAN:4571140744520

ﾚﾝｽﾞ度数+1.0  品番：73527*
JAN:4571140748498

+1.5 品番：73483*
JAN:4571140744612

+2.0 品番：73484*
JAN:4571140744629

+2.5 品番：73485*
JAN:4571140744636

+3.0 品番：73486*
JAN:4571140744643

※ラインストーン入り



2023年02月01日カタログ№73-05

原 産 国：中国
材質 レ ン ズ：アクリル樹脂

フレーム：ポリカーボネイト
ケ ー ス：ポリカーボネイト

※本体価格は税抜き表示となっております。

リーディンググラス(老眼鏡・ケース付き)
各本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数150

ﾚﾝｽﾞ度数+1.0  品番：73528*
JAN：4571140748504

+1.5 品番：73487*
JAN:4571140744650

+2.0 品番：73488*
JAN:4571140744667

+2.5 品番：73489*
JAN:4571140744674

※ラインストーン入り

※ラインストーン入り

ﾚﾝｽﾞ度数+1.5 品番：73659
JAN:4580135308548

+2.0 品番：73667
JAN:4580135308623

+2.5 品番：73675
JAN:4580135308708

ﾚﾝｽﾞ度数+1.5 品番：73662
JAN:4580135308579

+2.0 品番：73670
JAN:4580135308654

+2.5 品番：73678
JAN:4580135308739

ﾚﾝｽﾞ度数+1.5 品番：73660
JAN:4580135308555

+2.0 品番：73668
JAN:4580135308630

+2.5 品番：73676
JAN:4580135308715

ﾚﾝｽﾞ度数+1.5 品番：73661
JAN:4580135308562

+2.0 品番：73669
JAN:4580135308647

+2.5 品番：73677
JAN:4580135308722

※ラインストーン入り

※ラインストーン入り

※ラインストーン入り

品番：73491
JAN:4571140744698

店頭販売用スタンド
材質：紙
Ｗ26/Ｄ13/Ｈ3
下代￥280



品番：73542
JAN:4580135303598

品番：73609*
JAN:4580135306360

品番：73611*
JAN:4580135306384

品番：73610*
JAN:4580135306377

品番：73533
JAN:4580135303505

※本体価格は税抜き表示となっております。

コンパクトミラー

(ラウンド)

等倍＆拡大2倍

φ7/Ｈ1

各本体価格￥550

ｶｰﾄﾝ入数120

品番：73534*
JAN:4580135303512

品番：73535
JAN:4580135303529

品番：73537
JAN:4580135303543

品番：73538*
JAN:4580135303550

品番：73539
JAN:4580135303567

品番：73540
JAN:4580135303574

品番：73541
JAN:4580135303581

品番：73561

店頭販売用ＢＯＸ
材質：紙

Ｗ24/Ｄ13/Ｈ15
下代￥480

2023年02月01日カタログ№73-06

原産国：中国

材 質：ガラス、合金、合成皮革

品番：73620
JAN:4580135307558

品番：73618
JAN:4580135307534

品番：73619
JAN:4580135307541

品番：73617
JAN:4580135307527



品番：73552*
JAN:4580135303697

2023年02月01日カタログ№73-07

原産国：中国
材 質：ガラス、合金、合成皮革

※本体価格は税抜き表示となっております。

コンパクトミラー(レクタングル)

等倍＆拡大2倍

Ｗ6/Ｄ8.5/Ｈ1

各本体価格￥550 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：73546
JAN:4580135303635

品番：73547
JAN:4580135303642

品番：73543
JAN:4580135303604

品番：73544
JAN:4580135303611

品番：73551
JAN:4580135303680

品番：73545
JAN:4580135303628

品番：73549
JAN:4580135303666

品番：73550*
JAN:4580135303673

品番：73613*
JAN:4580135306407

品番：73561

店頭販売用ＢＯＸ
材質：紙

Ｗ24/Ｄ13/Ｈ15
下代￥480

品番：73614*
JAN:4580135306414

品番：73615*
JAN:4580135306421

品番：73638
JAN:4580135307732

品番：73639
JAN:4580135307749

品番：73641
JAN:4580135307763

品番：73640
JAN:4580135307756



※本体価格は税抜き表示となっております。

品番：73622
JAN:4580135307572

品番：73621
JAN:4580135307565

品番：73623
JAN:4580135307589

品番：73624
JAN:4580135307596

品番：73625
JAN:4580135307602

品番：73627*
JAN:4580135307626

品番：73628*
JAN:4580135307633

2023年02月01日カタログ№73-08

原産国：中国
材 質：ガラス、合金、合成皮革

品番：73765
JAN:4580135312057

品番：73766
JAN:4580135312064

品番：73767
JAN:4580135312071

品番：73768
JAN:4580135312088

品番：73769
JAN:4580135312095

品番：73770
JAN:4580135312101

品番：73799
JAN:4580135315515

品番：73802
JAN:4580135315546

品番：73801
JAN:4580135315539

品番：73800
JAN:4580135315522

品番：73797
JAN:4580135315492

品番：73798
JAN:4580135315508

コンパクトミラー

(ラウンド)

等倍＆拡大2倍

φ7.5/Ｈ1
各本体価格￥550
ｶｰﾄﾝ入数120



※本体価格は税抜き表示となっております。

品番：73643
JAN:4580135307787

品番：73642
JAN:4580135307770

品番：73644
JAN:4580135307794

品番：73645
JAN:4580135307800

品番：73646
JAN:4580135307817

品番：73648*
JAN:4580135307831

品番：73649*
JAN:4580135307848

2023年02月01日カタログ№73-09

原産国：中国
材 質：ガラス、合金、合成皮革

品番：73771
JAN:4580135312118

品番：73772
JAN:4580135312125

品番：73773
JAN:4580135312132

品番：73774
JAN:4580135312149

品番：73775
JAN:4580135312156

品番：73776
JAN:4580135312163

品番：73805
JAN:4580135315577

品番：73806
JAN:4580135315584

品番：73807
JAN:4580135315591

品番：73808
JAN:4580135315607

品番：73809
JAN:4580135315614

品番：73810
JAN:4580135315621

コンパクトミラー(レクタングル)

等倍＆拡大2倍 Ｗ6/Ｄ8.5/Ｈ1
各本体価格￥550 ｶｰﾄﾝ入数120



2023年02月01日カタログ№73-10

原産国：中国
材 質：ガラス、合金、合成皮革

※本体価格は税抜き表示となっております。

品番：73632
JAN:4580135307671
モネ『アルジャントゥイユ

のモネの庭』

品番：73637
JAN:4580135307725
モネ『ジヴェルニー

のモネの庭』

品番：73635
JAN:4580135307701
モネ『日傘の女』

品番：73634
JAN:4580135307695
モネ『アルジャントゥイユ

の赤いボート』

品番：73633
JAN:4580135307688
モネ『睡蓮3』

品番：73630
JAN:4580135307657
ゴッホ『夜のカフェテラス』

品番：73631
JAN:4580135307664
ゴッホ『ひまわり』

品番：73636
JAN:4580135307718
ルノアール『アニエール

のセーヌ河』

品番：73653
JAN:4580135307886

品番：73658
JAN:4580135307930

品番：73656
JAN:4580135307916

品番：73655
JAN:4580135307909

品番：73654
JAN:4580135307893

品番：73651
JAN:4580135307862

品番：73652
JAN:4580135307879

品番：73657
JAN:4580135307923

コンパクトミラー等倍＆拡大2倍 各本体価格￥550 ｶｰﾄﾝ入数120


