
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：76222 JAN:4580135300757
クッションカバー ※パンヤ別売

Ｗ45/Ｄ45
本体価格￥2,300 ｶｰﾄﾝ入数72

品番：76220
JAN:4580135300733

ホルダー2列

Ｗ8.5/Ｄ13.5/Ｈ10.5

本体価格￥1,400

ｶｰﾄﾝ入数60

品番：76219
JAN:4580135300726

リモコンラック
Ｗ26/Ｄ14.5/Ｈ16
本体価格￥2,900
ｶｰﾄﾝ入数12

2023年03月01日カタログ№76-01

原産国：中国

材 質：ポリエステル100％

品番：76216
JAN:4580135300696

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ27/Ｄ14/Ｈ8.5

本体価格￥2,300 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：76223 JAN:4580135300764

メイクボックス

Ｗ22/Ｄ17/Ｈ26

本体価格￥4,200

ｶｰﾄﾝ入数12

ﾐﾗｰの角度を変える
ことができます。

品番：76225 JAN:4580135300788

スクエア小物入れ
Ｗ26.5/Ｄ25.5/Ｈ29.5
本体価格￥3,800 ｶｰﾄﾝ入数8

品番:78001
JAN:4580135303246

プリンスグレー
スリッパ フリーサイズ（23～26㎝）
材質
本 体 芯 材 ：ポリエチレン

本 体 生 地 ：ポリエステル100％

底 面：塩化ビニル樹脂

本 体：Ｗ10/Ｄ26.5/Ｈ7 ヒール：Ｈ3
本体価格￥2,100 ｶｰﾄﾝ入数30



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：76164
JAN:4571140745954

クッションカバー

※パンヤ別売

Ｗ45/Ｄ45

本体価格￥2,300

ｶｰﾄﾝ入数72

品番：76161 JAN:4571140745923

リモコンラック

Ｗ26/Ｄ14.5/Ｈ16

本体価格￥2,900 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76162
JAN:4571140745930

ホルダー2列

Ｗ8.5/Ｄ13.5/Ｈ10.5

本体価格￥1,400

ｶｰﾄﾝ入数60

品番：76156
JAN:4571140745879

ペンホルダー

φ8.5/Ｈ10.5

本体価格￥1,200

ｶｰﾄﾝ入数120

2023年03月01日カタログ№76-02

原産国：中国

材 質：ポリエステル100％

品番：76157 JAN:4571140745886

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ27/Ｄ14/Ｈ8.5

本体価格￥2,300 ｶｰﾄﾝ入数24

裏にはティッシュを固定する
ゴムが付いています。

品番：77804
JAN:4571140735191

パンヤ

Ｗ49/Ｄ49/Ｈ18

※40～45cmサイズの

カバーに対応

本体価格：オープン

下代￥500

ｶｰﾄﾝ入数20

品番：76166 JAN:4571140745978

オーバル小物入れ

Ｗ26.5/Ｄ23/Ｈ11

本体価格￥2,100 ｶｰﾄﾝ入数16

品番：76159 JAN:4571140745909

スタンドミラー

Ｗ14.5/Ｄ21/Ｈ3

本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数60



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2023年03月01日カタログ№76-03
原産国：中国
材 質：ポリエステル100％

品番：76165 JAN:4571140745961

メイクボックス

Ｗ22/Ｄ17/Ｈ26

本体価格￥4,200 ｶｰﾄﾝ入数12

ﾐﾗｰの角度を変える
ことができます。

品番：76169 JAN:4571140746005

ＢＯＸ3Ｐセット

ＬｻｲｽﾞＷ39.5/Ｄ28.5/Ｈ14

ＭｻｲｽﾞＷ35/Ｄ24/Ｈ11

ＳｻｲｽﾞＷ29.5/Ｄ18.5/Ｈ8

本体価格￥12,000

ｶｰﾄﾝ入数8

使わない時は重ねてコンパクトに！

品番：76168
JAN:4571140745992

スリッパラック

Ｗ38/Ｄ19/Ｈ30

本体価格￥3,900 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76163 JAN:4571140745947

スリッパ

フリーサイズ(23～24.5cm）

材質
本体芯材：ＥＶＡ樹脂

底 面：ポリエステル80％ コットン20％

本 体：Ｗ9/Ｄ24.5/Ｈ8 ヒール：Ｈ4

本体価格￥3,000 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：76167
JAN:4571140745985

スクエア小物入れ

Ｗ26.5/Ｄ25.5/Ｈ29.5
本体価格￥3,800 ｶｰﾄﾝ入数8

参考上代Ｌ￥5,000

Ｍ￥4,000

Ｓ￥3,000



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2023年03月01日カタログ№76-04

原産国：中国

材 質：ポリエステル100％

裏にはティッシュを固定する
ゴムが付いています。

品番：77804
JAN:4571140735191

パンヤ

Ｗ49/Ｄ49/Ｈ18

※40～45cmサイズの

カバーに対応

本体価格：オープン

下代￥500

ｶｰﾄﾝ入数20

品番：76201
JAN:4571140749921

ペンホルダー
φ8.5/Ｈ10.5

本体価格￥1,200
ｶｰﾄﾝ入数80

品番：76180 JAN:4571140746111

オーバル小物入れ

Ｗ26.5/Ｄ23/Ｈ11

本体価格￥2,100 ｶｰﾄﾝ入数16

品番：76205 JAN:4571140749969

リモコンラック

Ｗ26/Ｄ14.5/Ｈ16

本体価格￥2,900 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76178
JAN:4571140746098

クッションカバー

※パンヤ別売

Ｗ45/Ｄ45

本体価格￥2,300

ｶｰﾄﾝ入数72

品番：76203 JAN:4571140749945

スタンドミラー

Ｗ14.5/Ｄ21/Ｈ3

本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数60

品番：76202 JAN:4571140749938

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ27/Ｄ14/Ｈ8.5

本体価格￥2,300 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：76206
JAN:4571140749976

ホルダー2列
Ｗ8.5/Ｄ13.5/Ｈ10.5

本体価格￥1,400
ｶｰﾄﾝ入数60



品番：76209
JAN:4580135300481

スクエア小物入れ

Ｗ26.5/Ｄ25.5/Ｈ29.5
本体価格￥3,800 ｶｰﾄﾝ入数8

品番：76210
JAN:4580135300498

スリッパラック

Ｗ38/Ｄ19/Ｈ30

本体価格￥3,900 ｶｰﾄﾝ入数12

ﾐﾗｰの角度を変える
ことができます。

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2023年03月01日カタログ№76-05
原産国：中国
材 質：ポリエステル100％

使わない時は重ねてコンパクトに！

参考上代Ｌ￥5,000

Ｍ￥4,000

Ｓ￥3,000

品番：76207 JAN:4571140749983

スリッパ

フリーサイズ(23～24.5cm）
材質
本体芯材：ＥＶＡ樹脂

底 面：ポリエステル80％ コットン20％

本 体：Ｗ9/Ｄ24.5/Ｈ6.5  ヒール:Ｈ4

本体価格￥3,000 ｶｰﾄﾝ入数24

品番:78028
JAN:4580135306254

オペラピンク

スリッパ フリーサイズ（23～26㎝）
材質
本 体 芯 材 ：ポリエチレン

本 体 生 地 ：ポリエステル100％

底 面：塩化ビニル樹脂

本 体：Ｗ10/Ｄ26.5/Ｈ7 ヒール:Ｈ3
本体価格￥2,100 ｶｰﾄﾝ入数30

品番：76211 JAN:4580135300504

ＢＯＸ3Ｐセット

ＬｻｲｽﾞＷ39.5/Ｄ28.5/Ｈ14
ＭｻｲｽﾞＷ35/Ｄ24/Ｈ11

ＳｻｲｽﾞＷ29.5/Ｄ18.5/Ｈ8
本体価格￥12,000
ｶｰﾄﾝ入数8

品番：76208 JAN:4571140749990

メイクボックス

Ｗ22/Ｄ17/Ｈ26

本体価格￥4,200 ｶｰﾄﾝ入数12



2023年03月01日カタログ№76-06
原産国：中国
材 質：ポリエステル100％

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：76111* JAN:4571140743660

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ27/Ｄ15/Ｈ12

本体価格￥2,500 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：76117*
JAN:4571140743721

クッションカバー

※パンヤ別売

Ｗ45/Ｄ45

本体価格￥2,300

ｶｰﾄﾝ入数72

品番：76113*
JAN:4571140743684

メイクボックス

Ｗ22/Ｄ17/Ｈ26

本体価格￥4,200 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76110*
JAN:4571140743653

ホルダー2列

Ｗ8.5/Ｄ14.5/Ｈ10.5

本体価格￥1,400

ｶｰﾄﾝ入数60

品番：76192*
JAN:4571140746234

リモコンラック

Ｗ26/Ｄ16.5/Ｈ16

本体価格￥2,900 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76112*
JAN:4571140743677

スクエア小物入れ

Ｗ26.5/Ｄ27/Ｈ29.5

本体価格￥3,800

ｶｰﾄﾝ入数8



※本体価格は全て税抜き表示となっております。





※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2023年03月01日カタログ№76-07

原産国：中国

材 質：ポリエステル100％

品番：77804
JAN:4571140735191

パンヤ

Ｗ49/Ｄ49/Ｈ18

※40～45cmサイズの

カバーに対応

本体価格：オープン

下代￥500

ｶｰﾄﾝ入数20

品番：76212
JAN:4580135300511

ペンホルダー

φ8.5/Ｈ10.5

本体価格￥1,200

ｶｰﾄﾝ入数80

品番：77900 JAN:4571140738741

リモコンラック

Ｗ26/Ｄ16.5/Ｈ16

本体価格￥2,900 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：77829
JAN:4571140735849

ホルダー2列

Ｗ8.5/Ｄ14.5/Ｈ10.5

本体価格￥1,400

ｶｰﾄﾝ入数60

品番：77953
JAN:4571140740997

クッションカバー

※パンヤ別売

45×45

本体価格￥2,300

ｶｰﾄﾝ入数72

品番：77832 JAN:4571140735870

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ27/Ｄ15/Ｈ12

本体価格￥2,500 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：77836 JAN:4571140735917

オーバル小物入れ

Ｗ26.5/Ｄ23/Ｈ11

本体価格￥2,100 ｶｰﾄﾝ入数16

品番：76230 JAN:4580135300832

スタンドミラー

Ｗ14.5/Ｄ21/Ｈ3

本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数60



品番：77951
JAN:4571140740973

スリッパラック

Ｗ38/Ｄ19/Ｈ30

本体価格￥3,900 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：77835
JAN:4571140735900

スクｴア小物入れ

Ｗ26.5/Ｄ27/Ｈ29.5

本体価格￥3,800 ｶｰﾄﾝ入数8

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2023年03月01日カタログ№76-08
原産国：中国
材 質：ポリエステル100％

使わない時は重ねてコンパクトに！

参考上代Ｌ￥5,000

Ｍ￥4,000

Ｓ￥3,000

品番：77833 JAN:4571140735887

ＢＯＸ3Ｐセット

ＬｻｲｽﾞＷ39.5/Ｄ28.5/Ｈ14

ＭｻｲｽﾞＷ35/Ｄ24/Ｈ11

ＳｻｲｽﾞＷ29.5/Ｄ18.5/Ｈ8

本体価格￥12,000

ｶｰﾄﾝ入数8

ﾐﾗｰの角度を変える
ことができます。

品番：76196 JAN:4571140747781

メイクボックス

Ｗ22/Ｄ17/Ｈ26

本体価格￥4,200 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76213 JAN:4580135300528

スリッパ
フリーサイズ(23～24.5cm）
材質
本体芯材：ＥＶＡ樹脂

底 面：ポリエステル80％ コットン20％

本 体：Ｗ9/Ｄ24.5/Ｈ8 ヒール:Ｈ4
本体価格￥3,000 ｶｰﾄﾝ入数24 

品番:78026
JAN:4580135306230

グリーン

スリッパ フリーサイズ（23～26㎝）
材質
本 体 芯 材 ：ポリエチレン

本 体 生 地 ：ポリエステル100％

底 面：塩化ビニル樹脂

本 体：Ｗ10/Ｄ26.5/Ｈ7 ヒール：Ｈ3
本体価格￥2,100 ｶｰﾄﾝ入数30



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2023年03月01日カタログ№76-09

原産国：中国

材 質：ポリエステル100％

品番：77804
JAN:4571140735191

パンヤ

Ｗ49/Ｄ49/Ｈ18

※40～45cmサイズの

カバーに対応

本体価格：オープン

下代￥500

ｶｰﾄﾝ入数20

品番：76240
JAN:4580135301907

クッションカバー

※パンヤ別売

Ｗ45/Ｄ45

本体価格￥2,300

ｶｰﾄﾝ入数72

品番：76238
JAN:4580135301884

ホルダー2列

Ｗ8.5/Ｄ14.5/Ｈ10.5

本体価格￥1,400

ｶｰﾄﾝ入数60

品番：76237 JAN:4580135301877

リモコンラック

Ｗ26/Ｄ16.5/Ｈ16

本体価格￥2,900 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76235
JAN:4580135301853

ペンホルダー

φ8.5/Ｈ10.5

本体価格￥1,200

ｶｰﾄﾝ入数80

品番：76236 JAN:4580135301860

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ27/Ｄ15/Ｈ12

本体価格￥2,500 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：76265 JAN:4580135303253

オーバル小物入れ
Ｗ26.5/Ｄ23/Ｈ11
本体価格￥2,100 ｶｰﾄﾝ入数16

品番：76266 JAN:4580135303260

スタンドミラー
Ｗ14.5/Ｄ21/Ｈ3
本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数60



品番：76243
JAN:4580135301938

スリッパラック

Ｗ38/Ｄ19/Ｈ30

本体価格￥3,900 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76242
JAN:4580135301921

スクエア小物入れ
Ｗ24.5/Ｄ25/Ｈ29.5
本体価格￥3,800 ｶｰﾄﾝ入数8

ﾐﾗｰの角度を変える
ことができます。

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2023年03月01日カタログ№76-10
原産国：中国
材 質：ポリエステル100％

使わない時は重ねてコンパクトに！

参考上代Ｌ￥5,000

Ｍ￥4,000

Ｓ￥3,000

品番：76244 JAN:4580135301945

ＢＯＸ3Ｐセット

ＬｻｲｽﾞＷ39.5/Ｄ28.5/Ｈ14

ＭｻｲｽﾞＷ35/Ｄ24/Ｈ11

ＳｻｲｽﾞＷ29.5/Ｄ18.5/Ｈ8

本体価格￥12,000

ｶｰﾄﾝ入数8

品番：76239 JAN:4580135301891

スリッパ
フリーサイズ(23～24.5cm）
材質
本体芯材：ＥＶＡ樹脂

底 面：ポリエステル80％ コットン20％

本 体：Ｗ9/Ｄ24.5/Ｈ8 ヒール:Ｈ4
本体価格￥3,000 ｶｰﾄﾝ入数24 

品番:78040
JAN:4580135311777

クラッシックグレー

スリッパ フリーサイズ（23～26㎝）
材質
本 体 芯 材 ：ポリエチレン

本 体 生 地 ：ポリエステル100％

底 面：塩化ビニル樹脂

本 体：Ｗ10/Ｄ26.5/Ｈ7 ヒール:Ｈ3
本体価格￥2,100 ｶｰﾄﾝ入数30

品番：76241 JAN:4580135301914

メイクボックス

Ｗ22/Ｄ17/Ｈ26

本体価格￥4,200 ｶｰﾄﾝ入数12



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：76274
JAN:4580135310152

ホルダー2列

Ｗ8.5/Ｄ13.5/Ｈ10.5
本体価格￥1,500
ｶｰﾄﾝ入数60

品番：76286 JAN:4580135310275

メイクボックス

Ｗ22/Ｄ17/Ｈ26

本体価格￥4,600

ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76278 JAN:4580135310190

スクエア小物入れ

Ｗ24/Ｄ24/Ｈ29.5

本体価格￥4,200 ｶｰﾄﾝ入数8

ﾐﾗｰの角度を変える
ことができます。

品番：76284* JAN:4580135310251

スリッパラック

Ｗ38/Ｄ16/Ｈ30
本体価格￥4,300 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76282
JAN:4580135310237

リモコンラック
Ｗ26/Ｄ14.5/Ｈ16

本体価格￥3,000
ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76276
JAN:4580135310176

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ27/Ｄ15.5/Ｈ8

本体価格￥2,600

ｶｰﾄﾝ入数24

品番：76280*
JAN:4580135310213

オーバル小物入れ

Ｗ26.5/Ｄ23/Ｈ11

本体価格￥2,200

ｶｰﾄﾝ入数16

2023年03月01日カタログ№76-11
原産国：中国
材 質(外側)：ポリエステル69％・綿17％

・レーヨン12％・ナイロン2％
(内側)：ポリエステル100％



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

ﾐﾗｰの角度を変える
ことができます。

2023年03月01日カタログ№76-12
原産国：中国
材 質(外側)：ポリエステル69％・綿17％

・レーヨン12％・ナイロン2％
(内側)：ポリエステル100％

品番：76273
JAN:4580135310145

ホルダー2列

Ｗ8.5/Ｄ13.5/Ｈ10.5
本体価格￥1,500
ｶｰﾄﾝ入数60

品番：76285 JAN:4580135310268

メイクボックス

Ｗ22/Ｄ17/Ｈ26

本体価格￥4,600

ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76277 JAN:4580135310183

スクエア小物入れ

Ｗ24/Ｄ24/Ｈ29.5

本体価格￥4,200 ｶｰﾄﾝ入数8

品番：76283* JAN:4580135310244

スリッパラック

Ｗ38/Ｄ16/Ｈ30
本体価格￥4,300 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76281
JAN:4580135310220

リモコンラック
Ｗ26/Ｄ14.5/Ｈ16

本体価格￥3,000
ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76275
JAN:4580135310169

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ27/Ｄ15.5/Ｈ8

本体価格￥2,600

ｶｰﾄﾝ入数24

品番：76279*
JAN:4580135310206

オーバル小物入れ

Ｗ26.5/Ｄ23/Ｈ11

本体価格￥2,200

ｶｰﾄﾝ入数16



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2023年03月01日カタログ№76-13

原産国：中国
材 質(外側)：ポリエステル69％・綿17％

・レーヨン12％・ナイロン2％
(内側)：ポリエステル100％

品番：76299
JAN:4580135313474

ホルダー2列

Ｗ8.5/Ｄ13.5/Ｈ10.5
本体価格￥1,500
ｶｰﾄﾝ入数60

品番：76317
JAN:4580135313658

メイクボックス

Ｗ22/Ｄ17/Ｈ26

本体価格￥4,600

ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76305 JAN:4580135313535

スクエア小物入れ

Ｗ26.5/Ｄ25.5/Ｈ29.5
本体価格￥4,200 ｶｰﾄﾝ入数8

品番：76302 JAN:4580135313504

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ27/Ｄ14/Ｈ8.5

本体価格￥2,600 ｶｰﾄﾝ入数24

ﾐﾗｰの角度を変える
ことができます。

品番：76314* JAN:4580135313627

スリッパラック

Ｗ38/Ｄ16/Ｈ30
本体価格￥4,300 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76311
JAN:4580135313597
リモコンラック
Ｗ26/Ｄ14.5/Ｈ16

本体価格￥3,000
ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76308*
JAN:4580135313566

オーバル小物入れ

Ｗ26.5/Ｄ23/Ｈ11

本体価格￥2,200

ｶｰﾄﾝ入数16



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2023年03月01日カタログ№76-14

原産国：中国
材 質(外側)：ポリエステル69％・綿17％

・レーヨン12％・ナイロン2％
(内側)：ポリエステル100％

品番：76301
JAN:4580135313498

ホルダー2列

Ｗ8.5/Ｄ13.5/Ｈ10.5
本体価格￥1,500
ｶｰﾄﾝ入数60

品番：76319
JAN:4580135313672

メイクボックス

Ｗ22/Ｄ17/Ｈ26

本体価格￥4,600

ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76307 JAN:4580135313559

スクエア小物入れ

Ｗ26.5/Ｄ25.5/Ｈ29.5
本体価格￥4,200 ｶｰﾄﾝ入数8

品番：76304 JAN:4580135313528

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ27/Ｄ14/Ｈ8.5

本体価格￥2,600 ｶｰﾄﾝ入数24

ﾐﾗｰの角度を変える
ことができます。

品番：76316 JAN:4580135313641

スリッパラック

Ｗ38/Ｄ16/Ｈ30
本体価格￥4,300 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76313
JAN:4580135313610
リモコンラック
Ｗ26/Ｄ14.5/Ｈ16

本体価格￥3,000
ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76310
JAN:4580135313580

オーバル小物入れ

Ｗ26.5/Ｄ23/Ｈ11

本体価格￥2,200

ｶｰﾄﾝ入数16



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2023年03月01日カタログ№76-15

原産国：中国
材 質(外側)：ポリエステル69％・綿17％

・レーヨン12％・ナイロン2％
(内側)：ポリエステル100％

品番：76303 JAN:4580135313511

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ27/Ｄ14/Ｈ8.5

本体価格￥2,600 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：76300
JAN:4580135313481

ホルダー2列

Ｗ8.5/Ｄ13.5/Ｈ10.5
本体価格￥1,500
ｶｰﾄﾝ入数60

品番：76306 JAN:4580135313542
スクエア小物入れ

Ｗ26.5/Ｄ25.5/Ｈ29.5
本体価格￥4,200 ｶｰﾄﾝ入数8

ﾐﾗｰの角度を変える
ことができます。

品番：76318
JAN:4580135313665

メイクボックス

Ｗ22/Ｄ17/Ｈ26

本体価格￥4,600

ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76315 JAN:4580135313634

スリッパラック

Ｗ38/Ｄ16/Ｈ30
本体価格￥4,300 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76312
JAN:4580135313603
リモコンラック
Ｗ26/Ｄ14.5/Ｈ16

本体価格￥3,000
ｶｰﾄﾝ入数12

品番：76309
JAN:4580135313573

オーバル小物入れ

Ｗ26.5/Ｄ23/Ｈ11

本体価格￥2,200

ｶｰﾄﾝ入数16


