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ポインセチア ゴールド  

●サイズ：約33cm 
●色：ゴールド ●仕様：ポインセチア 
※こちらの商品は、お届け地域によって 
   分納・翌日以降のお届けとなる場合がございます。 

お申込番号 

067-5943 

ケアたのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.20 P.412 

クリスマスカラーで 
お部屋を飾ります 

ライトアップでクリスマスを彩ります 

EVAスノーマン   

●サイズ：W16×D12×H26cm 
●使用電池：単3電池×3本（別売） 
※クリスマス商品はメーカーの都合により、11月上旬の受注開始となります。 
   こちらの商品は、お届け地域によって分納・翌日以降のお届けとなる場合がございます。 

ケアたのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.20 P.412 

色 お申込番号 入数 提供価格（税込） 

ブルー ①067-5851 

1個 ピンク ②067-5844 

レッド ③067-5837 

かたがみ 小 ベル&スノー   

●サイズ：W310×D220mm 
●材質：コートアイボリー紙（260g/m ） 
●入数：1セット(2枚/各種1枚) 

お申込番号 

263-1500 

かたがみを置いてスプレーをかけるだけ！ 
ウインドウを華やかに手軽にショーアップ！ 

スノースプレー   

●缶容量：280ml ●内容物：アクリル他 
※かたがみ小サイズ（310×220mm）使用の場合、 
   約10枚程度の作成ができます。吹きつけ方によりそれに及ばない場合もございます。 

お申込番号 

166-0542 
ケアたのめーる 

カタログ掲載ページ  
Vol.20 P.413 

なかよしスノーマンハンガー    

●サイズ：H450×W450×L1800mm 
●材質：ポリエチレン他 
●仕様：紐付 

ケアたのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.20 P.413 

ウインターシーズンに笑顔を咲かせるかわいい天井飾り 

お申込番号 

166-0573 

◀ライトアップ時 

窓辺・玄関に 
おすすめ 

③ 
① ② 

冬をイメージさせる 
ハンガー 
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お取 
寄せ 

数量限定
お早めに！ 
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寿鶴ハンガー   

●サイズ：W450×H450×L1800mm ●材質：ポリエチレン他 
※お取り寄せ商品のため、納期にはご注意ください。 

お申込番号 

067-5974 

ケアたのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.20 P.414 

縁起の良いモチーフの天井飾りで 
新年をスタート 

お申込番号 

017-7155 

WEB
限定 

伝統的な和紙を用いた迎春用の玄関ポスター 

絵馬づくり    

●サイズ：W120×D73×H8mm 
●材質：シナ材 
●入数：1セット(30個) 
●セット内容：加工板×1、リボンひも×1 

新しい年のはじまりに、ぜひどうぞ 

しめなわ作り 

●サイズ：W約180×D230mm 
●材質：草、PE、布、鉄、紙 
●セット内容：藁、飾り用紙×2、南天、松葉 
※こちらの商品は、お届け地域によって分納・翌日以降の 
   お届けとなる場合がございます。 
※寸法は完成サイズの値です。 

お申込番号 

067-5998 

ケアたのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.20 P.415 

オリジナルの楽しいしめなわが作れます 

お申込番号 

463-6728 

ケアたのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.20 P.415 

直送 

お取 
寄せ 

▲使用例 

◀作品例 

得意な画材で 
作れます 

ｐ．2 

数量限定
お早めに！ 

年賀ポスター 賀正 

●サイズ：W775×D520mm  
●紙質：奉書和紙 
●坪量：91g/m 
●仕様：賀正 
※テープ等を用いて掲示ください。 

営業開始日 
記入欄あり 

2 

▲作品例 

https://1.bp.blogspot.com/-oPM2ahf1wtY/UOFJy8HC05I/AAAAAAAAKB4/PNlttQMxUMc/s1600/bunbougu_enogu.png
https://2.bp.blogspot.com/-_pOW6PGfjbg/VlmeIcFckHI/AAAAAAAA1Ik/14h-38WJxj8/s800/nenga_mark03_ume.png
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https://4.bp.blogspot.com/-NMTGT7ZOD44/UZRBUgJeuFI/AAAAAAAASjM/fqyw04ferRs/s800/hatsumoude_ai250_wpng_38.png


お鏡もち 切餅個包装入 

●化粧箱サイズ：①10号/170×170×210mm 
                      ②20号/205×205×237mm 
                      ③30号/242×242×288mm 
●内容量：①10号/352g 
             ②20号/528g 
               ③30号/1012g 
●入数：①10号/丸餅8個入 
            ②20号/丸餅12～13個入 
      ③30号/丸餅23～24個入 
●付属品：末広・橙・水引・奉書・敷紙・しで・三方 ●保存方法：常温 
※商品の発送時点で、賞味期限まで残り90日以上の商品をお届けします。 
   こちらの商品は、お届け地域によって分納・翌日以降のお届けとなる場合がございます。 

鶴や海老モチーフにした水引で 
おめでたく華やかさを演出 

サイズ お申込番号 入数 提供価格（税込） 

10号 ①060-1548 

1パック 20号 ②060-1555 

30号 ③060-1562 

WEB
限定 

御年賀タオル ホワイト    

●サイズ：約340×840mm 
●重量：62.5g（約200 匁） 
●色：ホワイト 
●入数：1パック(10枚) 
●材質：綿100％、袋/ポリプロピレン（名刺ポケット付） 
※のし紙・袋は1枚ずつセットされています。 

お申込番号 

069-2757 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.860 

年始のご挨拶に 

ごあいさつタオル     

●サイズ：約340×850mm 
●重量：約62g（約200 匁） 
●入数：1パック(10枚) 
●材質：綿100％、袋/ポリプロピレン 
●セット内容：タオル×10枚、のし紙×10枚、袋×10枚（名刺ポケット付） 
※のし紙・袋は1枚ずつセットされています。 
   メーカーの都合によりのし紙のデザインが変更される場合があります。 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.860 

名刺ポケット付のシンプルなご挨拶タオル 

タイプ お申込番号 入数 提供価格（税込） 

オーソドックス（無地） ①568-1112 1パック 
（10枚） モダン ②568-5554 

コンパクト 華やか 

切餅はふっくらカット入り！ 
きれいに焼けます 

① ② ③ 

挨拶用名刺ポケット付 

ｐ．3 

① ② 

数量限定
お早めに！ 

https://1.bp.blogspot.com/-AK3VwlaRMFE/VRUSHDWLWTI/AAAAAAAAsmY/CnOO48Nn8sI/s800/mochi_shikaku_yaki.png
https://1.bp.blogspot.com/-hG85Di3-8Co/WCqdqTdvxuI/AAAAAAAA_lE/HFKBj1184Gc2c50Yc35KkNItdaprTWcaACLcB/s800/businesscard.png
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https://2.bp.blogspot.com/-pryNBMWyZfE/VlmeOYj5wcI/AAAAAAAA1KU/PY96Yx5iDD0/s800/nenga_mark20_kagamimochi.png
https://2.bp.blogspot.com/-5JAHNNfT_N0/VlmeLbakhUI/AAAAAAAA1Jo/gdBhXr583hY/s800/nenga_mark13_manekineko.png
https://2.bp.blogspot.com/-q9qsSM2SqA0/VlmeIwQ2yBI/AAAAAAAA1Is/ztrx-hBApOI/s800/nenga_mark04_tai.png


タオルの色と種類、枚数を選択 

・通常タイプ ・オールパイルタイプ 

パイルあり 平
地 

平
地 全体にパイルあり 

のし紙の印刷内容を選択 

タオルの印刷内容を選択 

※カラータオルのみ120枚単位で色をアソートできます 

紺 黒 

3 

◀ホワイト、ブルー、 
 イエロー、グリーン、ピンク 

色 

種類 

②下段部分のレイアウト・書体 

※納品時は、のし紙を巻き1本ずつビニール袋に入れた状態でお届けいたします。 

①上段部分の表示・書体 

（
お
た
お
る
） 

※カラータオルのイエロー、グリーンは 
黒のみの印刷となります。 

価格に関しましては、 
たのめーるカタログ 

Vol.40  
P.1236 

 にてご確認ください 

ｐ．4 

直送 

●Web価格がお買い得！ 

●午前中の校了で7営業日後にお届け！ 

120枚単位 
で承ります 

枚数 
①書体 
②文字の色 
③ロゴマーク 

2 

1 

受付は11/30まで！ 
お早めに！ 

https://3.bp.blogspot.com/-H95OjFg1xdo/UZmCRRasJFI/AAAAAAAATfY/3QXFjfjvx44/s800/furo_bathtowel.png
https://1.bp.blogspot.com/-rk0c9uvkHcs/VpjCboXezLI/AAAAAAAA3AI/zXciIKNR5Tg/s800/group_business.png


おもちだま 化粧箱 

●内容量：124g 
●入数：6個 
●味：醤油・海苔・海老・サラダ・チーズ 
※商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。 
   メーカー都合により、パッケージデザインおよび仕様が変更になる場合がございます。 

お申込番号 

766-3345 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.756 

年末年始のご挨拶や 
ちょっとした手土産に、化粧箱入せんべい 

醤油・海苔 
海老・サラダ・チーズ、 
5つの味が楽しめる 

手塩屋 化粧箱 

●内容量：19袋×6セット 
※商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。 

お申込番号 

767-0268 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.756 

海老のりあられ 化粧箱 

●入数：6個 
●味：海老サラダ・青のりしょうゆ 
※商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。 
   メーカー都合により、パッケージデザインおよび仕様が変更になる場合がございます。 

お申込番号 

766-3352 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.756 

鰹と昆布のだしがうまい！ 
こだわりのうま塩味せんべい 

海老サラダと青のりしょうゆ、 
2つの味を1袋に 

かっぱえびせん 小袋サイズ    

●内容量：26g（1袋あたり） 
●入数：24パック 
※商品の発送時点で、賞味期限まで残り30日以上の商品をお届けします。 
   メーカー都合により、パッケージデザインおよび 
   仕様が変更になる場合がございます。 

お申込番号 

762-0201 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.757 

飽きのこないおいしさ 
「やめられない、とまらない」♪ 

ポップキャンディ袋     

●アソート内容：21本入アソート（オレンジ、青りんご、グレープ、ストロベリー） 
●1本あたりの重量：5.8g 
●表示すべきアレルギー項目：特定原材料に準ずるもの/オレンジ 
※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。 
   メーカー都合により、パッケージデザインおよび仕様が変更になる場合がございます。 

お申込番号 

562-2254 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.750 

4つの味をパッケージ 
じゃんけんぽん！！の絵柄が楽しい 

お取 
寄せ 

お取 
寄せ 

お取 
寄せ 

21本入アソート 

ｐ．5 

配りやすい！ 

イベントに 
おすすめ 

https://2.bp.blogspot.com/-dSdvr7ThWAE/WMfCT9H2ckI/AAAAAAABCmY/UwTZSQ82QgcWEtqv1v1PR2nHTGR2hbHNwCLcB/s800/sweets_senbei_yakisenbei.png
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使い切るまで 
驚くほど軽く消せる 

修正テープ モノエアー ヨコ引きタイプ     

●全長：87mm ●仕様：使い切りタイプ 
●テープサイズ：①緑/幅4.2mm×長さ15m 
                    ②赤/幅5.0mm×長さ15m 
                    ③青/幅6.0mm×長さ15m 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.395 

色 お申込番号 入数 提供価格（税込） 

緑 ①311-6625 

1個 赤 ②311-6632 

青 ③311-6649 

大注目！ 
新登場商品 

AQUA DROPs クリップファイル A4      

●サイズ：W309×D230mm ●収容枚数：約20枚 ●背幅：9mm 
●材質：表紙・ポケット・紙押さえ/ポリプロピレン 
            裏（ボード面）/ABS樹脂、クリップ/POM 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.277 

色 お申込番号 入数 提供価格（税込） 

青 ①310-2833 

1枚 
黒（不透明） ②310-2840 

赤 ③310-5582 

乳白 ④312-8543 

書いている最中でも紙がずれにくく、立ったままでも記入しやすい 

サイズ お申込番号 入数 提供価格（税込） 

A3 ①017-1380 
1パック 

（10枚） 

B4 ②017-1397 
1パック 

（10枚） 

A4 ③017-1403 
1パック 

（20枚） 

B5 ④017-1410 
1パック 

（20枚） 

A6 ⑤018-9798 
1パック 

（30枚） 

アゾン クリアポケット       

●サイズ：タテ421×ヨコ302mm（A3） 
             タテ366×ヨコ262mm（B4） 
             タテ298×ヨコ220mm（A4） 
             タテ260×ヨコ192mm（B5） 
             タテ151×ヨコ110mm（A6） 
●厚さ：0.06mm ●材質：OPPフィルム（静電気防止加工） 
※印刷物はよく乾かしてから入れてください。 
   印刷物によっては化学反応を起こし、変形する場合があります。 

透明度が高く、書類の分類や整頓に便利 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.194 

●内寸：タテ420×ヨコ297mm（A3） 
           タテ364×ヨコ257mm（B4） 
            タテ297×ヨコ210mm（A4） 
            タテ257×ヨコ182mm（B5） 
            タテ148×ヨコ105mm（A6） 

① ② 

③ 

クリップを開くと、 
紙押さえも同時に開くので、 

用紙がスムーズに出し入れできます 

① ② ③ ④ 

① ② ③ ④ ⑤ 

ｐ．6 

https://3.bp.blogspot.com/-yS6U3E7BQ8M/WYAxsys_RUI/AAAAAAABFus/PikB6CIdAM8x4A9OaoH_Gsdtbllpg-CRwCLcBGAs/s800/bunbougu_syusei_tape.png
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油性マーカー ハイマッキー     

●サイズ：140.8mm ●インク種類：油性アルコール系インク 
●芯の太さ ：太字、細字 ●芯形状：角芯、丸芯 
●仕様：キャップジャケット付 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.370 

色 お申込番号 入数 提供価格（税込） 

黒 ①311-6502 
1本 

赤 ②311-6519 

作業現場の声を生かしたマッキー！ 

透明梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ      

●サイズ：幅48mm×長さ35m 
●厚さ：0.06mm 
●種類：OPPテープ 
●材質：基材/特殊ポリプロピレン、粘着剤/ゴム系 
●色：透明 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.549 

手で切れて、音が静か 

お申込番号 

069-3181 

油性マーカー マッキーワーク      

●サイズ：140.8mm 
●インク種類：油性アルコール系インク 
●芯の太さ ：太字、細字 
●芯形状：角芯、丸芯 
●仕様：開梱オープナー付 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.370 

色 お申込番号 入数 提供価格
（税込） 

黒 ①311-6533 
1本 

赤 ②311-6540 

開梱オープナー付マッキー！ 

簡易包装制電ライントップ手袋       

●全長：S/18.5cm、M/19cm、L/20cm 
●中指長さ：S/6.7cm、M/7cm、L/7.7cm 
●手のひら周り：S/15.5cm、M/18cm、L/18.5cm 
●材質：樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ナイロン・ポリエステル・その他 
●色：S/グレー、手首ゴム糸色/ゴールド 
        M/グレー、手首ゴム糸色/ホワイト 
        L/グレー、手首ゴム糸色：ブラック 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.40 P.577 

指全体を導電糸のみで編み上げた静電気対策用指先スベリ止め手袋 

サイズ お申込番号 入数 提供価（税込） 

S ①369-9304 

1パック 
（10双） 

M ②369-9311 

L ③369-9328 

作業中の摩擦・接触 
による帯電を防ぎます 

① 

② 

軍手をしていても 
開けやすい 

はさみ・カッター 
不要！ 

① 

② 

左右兼用 

ｐ．7 

大注目！ 
新登場商品 

はさみやカッターに 
持ち替えないため便利 
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