
見積日:

02312 02313

02314 08179

アンティークフルーツ柄カットクロス(レモン) アンティークフルーツ柄カットクロス(ブルーベリー)

マスク用抗菌・抗ウイルスシートアンティークフルーツ柄カットクロス(チェリー)

新商品カタログ No.1

2021年1月28日

商品サイズ：130×130×3(mm) 約17g 商品サイズ：130×130×3(mm) 約17g

入数：(10×100袋)1000入

原産国：日本

内容：約350×300mm・色アソート

材質：綿100%

JAN：4520297023125

材質：綿100% 材質：レーヨン100％

商品サイズ：130×130×3(mm) 約17g 商品サイズ：160×105×1(mm) 約7g　

JAN：4520297023132

JAN：4520297081798JAN：4520297023149

入数：(10×100袋)1000入

原産国：日本 原産国：日本

内容：約350×300mm・色アソート 内容：12×9㎝/7枚

原産国：日本

内容：約350×300mm・色アソート

材質：綿100%

入数：(10×100袋)1000入 入数：(10×100袋)1000入

21年度総合カタログP30掲載21年度総合カタログP30掲載

21年度総合カタログP30掲載 21年度総合カタログP70掲載



02315 02316

商品サイズ：330×35×35(mm) 約70g

12128 09080

原産国：台湾 原産国：日本

内容：本体約100×40cm・片面接着 内容：本体約372×440mm/18枚

原産国：日本

内容：約600×600mm

　　　色アソート(ランダム)

入数：(10×80袋)800入 入数：(10×30袋)300入

JAN：4520297023163

JAN：4520297090806JAN：4520297121289

入数：(10×15袋)150入

材質：ポリエステル90％・レーヨン10％ 材質：紙

商品サイズ：155×100×5(mm) 約16g 商品サイズ：235×155×20(mm) 約54g　

ナイロンカットクロス ニュアンスカラーカットクロス

使い捨て便座シート接着芯地(薄手)

新商品カタログ No.2

材質：ナイロン100% 商品サイズ：150×130×3(mm) 約17g

入数：(10×80袋)800入

原産国：日本

内容：約350×300mm・色アソート

材質：綿100%

JAN：4520297023156

入荷予定：2月1日 入荷予定：2月8日

12098在庫なくなり次第、新発売

入荷予定：2月1日

※原産国・スペック変更に伴うJAN変更



見積日:

02320 02321

02322 02323

92112

材質：精製水・青森ヒバ精油・無水エタノール

割れにくいボタンS　15P 割れにくいボタンM　10P

割れにくいシャツボタンS　15P割れにくいボタンL　5P

新商品カタログ No.3

2021年3月4日

商品サイズ：76×61×5(mm) 約4.5g 商品サイズ：76×61×5(mm) 約5.5g

入数：(10×100袋)1,000入

原産国：日本

内容：本体約15mm/10個入・色アソート

材質：POM

JAN：4520297023217

JAN：4520297023231JAN：4520297023224

入数：(10×120袋)1,200入

JAN：4520297023200

原産国：日本

内容：本体約11.5mm/15個入・色アソート

材質：POM

商品サイズ：125×185×10(mm) 約155g

入数：(10×12袋)120入

原産国：日本

内容：内容量約150g

JAN：4589989815226

入数：(10×100袋)1,000入 入数：(10×120袋)1,200入

材質：POM

商品サイズ：76×61×5(mm) 約4.5g

　　　色アソート(白・黒・紺)

原産国：日本原産国：日本

内容：本体約11.5mm/15個入内容：本体約18mm/5個入・色アソート

材質：POM

虫よけ冷却ジェル保冷剤

商品サイズ：76×61×5(mm) 約4.5g



見積日:

02304 02317

03135 05088

入数：(10×60袋)600入 入数：(10×12袋)120入

商品サイズ：50×100Φ(mm) 約142g

原産国：中国原産国：中国

内容：約50mm幅×25M内容：本体約15.5cm・芯径0.5mm

商品サイズ：185×50×15(mm) 約15g

材質：クラフト紙

チャコペンシル デニムはぎれ

クラフト粘着テープシャーペン&ボールペン

新商品カタログ No.4

2021年6月4日

入数：(10×20袋)200入

原産国：中国

内容：本体約450×500mm

入数：(10×60B)600入

JAN：4520297023040

原産国：中国

　　　ポリウレタン1％

JAN：4520297023170

材質：綿79％・ポリエステル20％

商品サイズ：170×125×15(mm) 約80g

内容：約8.5㎝・2色2本入・色アソート

JAN：4520297050886JAN：4520297031359

材質：木・ワックス・PE

商品サイズ：155×65×10(mm) 約8.5g

　　　ボール径0.7mm

材質：AS・ABS・TPR・スチール

　　　油性インク

02036在庫なくなり次第、新発売 12059在庫なくなり次第、新発売

05050在庫なくなり次第、新発売03031在庫なくなり次第、新発売



07141 07142

05083 05086

商品サイズ：40×90Φ(mm) 約73g

05091

材質：ポリエステル

布カラー粘着テープ(白)

商品サイズ：50×100Φ(mm) 約170g

入数：(10×10包)100入 入数：(10×12袋)120入

材質：OPP 材質：ポリエチレン

原産国：中国原産国：中国

内容：約40mm幅×10M内容：約48mm幅×50M・48ミクロン

入数：(10×12袋)120入

原産国：中国

内容：約45mm幅×10M

JAN：4520297050916

商品サイズ：45×92Φ(mm) 約90.5g

JAN：4520297050862JAN：4520297050831

入数：(10×36袋)360入

JAN：4520297071416

原産国：ベトナム

内容：全長約29cm/20枚

　　　食品衛生法適合品

商品サイズ：270×120×15(mm) 約42g 商品サイズ：270×120×15(mm) 約25g

使い捨てポリ手袋20P 使いすてポリロング手袋

養生テープ(白)手で切れるクリアテープ

新商品カタログ No.5

材質：低密度ポリエチレン 材質：低密度ポリエチレン・天然ゴム

入数：(10×36袋)360入

原産国：ベトナム

内容：全長約60cm/4枚

　　　食品衛生法適合品

JAN：4520297071423

入荷予定：7月中旬

05043在庫なくなり次第、新発売

入荷予定：7月中旬

05075在庫なくなり次第、新発売



06143 06144

06145 06146

　　　エイ・ヒトデ・カニ）

　　　(青魚・黄魚/緑魚・橙魚)

商品サイズ：140×115×8(mm) 約26g

材質：イジュ・綿・磁石・水性塗料

商品サイズ：260×70×30(mm) 約23g

　　　2種アソート

　　（白魚・桃魚・ホタテ/

JAN：4520297061448

　　　2種アソート

材質：MDF・鉄・水性塗料

内容：STマーク・CEマーク取得

JAN：4520297061462JAN：4520297061455

木製お魚つりセットつりざお 木製お魚つりセットお魚＜2ひき＞

木製お魚つりセット海のおとしもの木製お魚つりセットお魚＜3びき＞

新商品カタログ No.6

入数：(10×30B)300入

原産国：中国

内容：STマーク・CEマーク取得

入数：(10×30B)300入

JAN：4520297061431

原産国：中国

入数：(10×30B)300入 入数：(10×30B)300入

商品サイズ：145×115×8(mm) 約30g

　　　(帽子・長靴/タイヤ・空き缶)

原産国：中国原産国：中国

内容：STマーク・CEマーク取得内容：STマーク・CEマーク取得

材質：MDF・鉄・水性塗料

　　　2種アソート

商品サイズ：130×115×8(mm) 約26g

材質：MDF・鉄・水性塗料



02324 02325

材質：ポリエステル100％

01237 段染め刺しゅう糸 05082

商品サイズ：48×105Φ(mm) 約190g

05090 布カラー粘着テープ(茶)

材質：ポリエステル

織物接着芯地(薄手) 織物接着芯地(厚手)

クリアテープ

新商品カタログ No.7

材質：ポリエステル100％

商品サイズ：175×90×6(mm) 約12g

入数：(10×60袋)600入

原産国：中国

内容：約35×40㎝

JAN：4520297023255

JAN：4520297050824JAN：4520297012372

入数：(10×90袋)900入

JAN：4520297023248

原産国：中国

内容：約35×40㎝

商品サイズ：175×90×3(mm) 約10g

商品サイズ：45×92Φ(mm) 約90.5g

入数：(10×12袋)120入

原産国：中国

内容：約45mm幅×10M

JAN：4520297050909

入数：(10×100袋)1000入 入数：(10×10袋)100入

材質：綿100％ 材質：OPP

原産国：中国原産国：日本

内容：約48mm幅×50M×48μ内容：約1M×12色

商品サイズ：185×40×6(mm) 約5g

05046在庫なくなり次第、新発売

05073在庫なくなり次第、新発売



見積日:

#N/A

#######

#######

#######

05081 05084

05085 05087

商品サイズ：40×90Φ(mm) 約73g

05092 05096

材質：ポリエステル

カッター付クリアテープ アルミテープ

養生テープ(青)

新商品カタログ No.8

#N/A
2021年9月8日

材質：OPP・ABS・PP・スチール

材質：アルミ

入数：(10×15袋)150入

原産国：中国

内容：約50ｍｍ幅×7Ｍ×30μ

JAN：4520297050848

JAN：4520297050879JAN：4520297050855

単価 円

入数：(10×10袋)100入

JAN：4520297050817

原産国：中国

内容：約50mm幅×20M×48μ

単価 円

商品サイズ：150×90×60(mm) 約105g

商品サイズ：50×90Φ(mm) 約83g

　　　光沢タイプ

養生テープ(緑)

単価 円

内容：約45mm幅×10M

商品サイズ：45×92Φ(mm) 約90.5g

材質：ポリエステル

商品サイズ：45×92Φ(mm) 約90.5g

単価 円

入数：(10×12袋)120入

JAN：4520297050961

原産国：中国

入数：(10×12袋)120入

内容：約45mm幅×10M

原産国：中国

JAN：4520297050923

入数：(10×12袋)120入 入数：(10×12袋)120入

材質：ポリエチレン 材質：ポリエチレン

原産国：中国原産国：中国

内容：約40mm幅×10M内容：約40ｍｍ幅×10Ｍ

布カラー粘着テープ(赤)

商品サイズ：40×90Φ(mm) 約73g

単価 円 単価 円

布カラー粘着テープ(黒)

05044在庫なくなり次第、新発売 05049在庫なくなり次第、新発売 

05141在庫なくなり次第、新発売 

05056在庫なくなり次第、新発売 

05040在庫なくなり次第、新発売 
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