


四角いから角にも細部にも塗りやすい 

机の上でも転がらない 

色付きのりだから 

塗った場所がすぐわかる 

「平成」の元号で印刷されている 
書類や封筒を無駄にすることなく 

活用できる 

訂正二重線の位置が上段と下段にある2パターンと 

「元」の印面の3本セット 

サイズ（容量） お申込番号 価格(税込） 

S 約10g 315-2836 96円 

M 約22g 315-2843 182円 

L 約40g 315-2850 280円 

カタログ掲載ページ  
Vol.41 410P 

●印面内容：訂正二重線上段の令和 
         訂正二重線下段の令和 
         元  
●サイズ：小・中・大 
●書体：明朝体 

仕様 
規格 お申込番号 価格（税込） 

小サイズ 471-8644 

864円 中サイズ 471-8651 

大サイズ 471-9832 
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●タイプ：色が消える 
仕様 



空間を優しく演出するフェルト製 

カタログ掲載ページ  
Vol.41 1065P 

パーツを分けて前面と側面における 

画鋲でメモや写真をさすことも可能 

半透明だから 

下を隠さずメモできる 

表紙/背見出し紙の抜き差し可能 

●寸法：幅25mm×長さ10m  
●色：イエロー  
●芯内径：25.4mm  
●粘着側：全面  

仕様 

お申込番号 

314-7399  318円（税込） 

カタログ掲載ページ  
Vol.41 314P 

使い方いろいろ 

詰め替え用 色 お申込番号 価格（税込） 

イエロー 216‐5341 

275円 
フレッシュグリーン 217-9003 

パステルピンク 217-9010 

パールブルー 314-8303 

詰替用 

カタログ掲載ページ  
Vol.41 233P 

本体 
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色 お申込番号 価格（税込） 

グリーン 458-8122 
3,218円 

グレー 458-8155 

●寸法：W580×D100×H410mm  
●重量：0.6kg  
●色：グリーン・グレー  
●材質：パネル／硬質フェルト  
●パネル厚：9mm  
●必要工具：プラスドライバー  
●ピン可  

仕様 

●サイズ：A4タテ  
●色：白 
●寸法：W236×H311mm  
●背幅：16mm 
●表紙厚：0.6mm  
●ポケット数：20  
●ポケット厚：0.05mm  
●台紙：あり  
●背見出し紙：あり（抜き差し可能）  
●材質：表紙・ポケット・中シート／ポリプロピレン  
●表紙ポケット・表紙裏ポケット厚：0.15mm  

仕様 

各色 

448円（税込） 

色 お申込番号 価格（税込） 

ホワイト 315-4038 
448円 

ブラック 315-4021 



カカトが踏める！先芯入りのスリッポン 

カタログ掲載ページ 
vol.41 582P 地面と車輪の騒音が上に抜ける 

ことで反響音が発生しにくい サイズ（ｃｍ） お申込番号 価格（税込） 

M（24.5～25.5） 362-9464 

2,758円 

L（25.5～26.0） 362-9471 

LL（26.5～27.0） 362-9488 

XL（27.5～28.0） 362-9495 

軽さ・耐久性・静粛性・機能性をあわせ持つ 

「プロ仕様」の運搬台車 

9,980円（税込） 

お申込番号 

830-1696  カタログ掲載ページ 
vol.41 599P 
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●重量：320g（Lサイズ、片足）   
●色：ブラック 
●材質：甲被／合成皮革・ネオプレン 
              底／合成ゴム   
●樹脂先芯 
 

仕様 
●積載荷重：200kg  
●寸法：W490×D780×H900mm  
●ハンドル：折りたたみ式  
●省音キャスター採用 
●色：黒  

仕様 



ボタンを押すだけで簡単操作 

最大計測20mの能力により 

インテリア用品や機械設備の購入前の計測に便利 

サイズ 長さ お申込番号 価格（税込） 

M 
全長約25cm 
中指約7.8cm 

362-9501 

1,242円 

L 
全長約26cm 
中指約8.0cm 

362-9518 

やわらかく作業性◎ 

カタログ掲載ページ 
vol.41 574P 
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●サイズ：M・L  
●材質：樹脂部／天然ゴム 
        繊維部／ポリエステル・天然ゴム・その他  
●色：ブラック   
●裾部カラー：M／レッド 
                   L／ブルー  

仕様 
●レーザー安全基準：クラス2 
●測定基準位置の設定：本体後方端部 
●光源：レーザーダイオード 
●波長：635nm 
●出力：1mW以下 
●自動電源オフ：5分 
●バックライト付反転液晶ディスプレイ 

●測定可能項目：距離  
●測定範囲：0.15～20m  
●測定精度：±3mm  
●最小表示：1mm  
●電源：単4アルカリ乾電池×2本（付属）  
●寸法：W38×D22×H101mm  
●重量：80g  
●保証期間：1年  

仕様 

8,067円（税込） 

お申込番号 

465-0700 カタログ掲載ページ 
vol.41 585P 

袖口の色により 

一目でサイズが分かる 

優れたグリップ力＋耐切創ステンレスワイヤー糸入 

L M 



天然由来の保湿成分植物性グリセリンを配合した 

「しっとりなめらか」ティッシュ。 

ソフトパックだから持ち運びに便利 

クリップ式だから 
クロスもぞうきんも 

両方使える 

カタログ掲載ページ 
vol.41 867P 

「からめる密着ファイバー」 

でホコリ・ゴミを残さずからめて離さない！ 

クリップでしっかり固定 

① ② 
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●内容量：①480枚（240組） 
         ②220枚（110組）  
●ＢＯＸサイズ：①W187×D115×H75mm 
           ②W160×D115×H40mm  
●材質：パルプ100％  
●生産国：日本  
●ローションタイプ  

仕様 

●全長：約330mm  
●シートサイズ：175×105mm 
●色：白  
●セット内容：本体1本、ケース1個、シート1枚  
●本体寸法：約幅105mm  

仕様 

●全長:約1145mm  
●ヘッドサイズ：タテ約100×ヨコ255mm  
●本体（伸縮柄） 
●付属品：マイクロファイバークロス1枚  

仕様 

タイプ お申込番号 価格（税込） 

① 068-9726 270円 

② 067-8021  158円 

1,480円（税込） 

お申込番号 

362-1208 カタログ掲載ページ 
vol.41  917P 

498円（税込） 

お申込番号 

362-2922 カタログ掲載ページ 
vol.41  913P 



楽しむ くつろぐ 北欧デザイン♪ 

ナノレベルの孔を持つ悪臭を吸着する 
消臭剤である 

「ナノパウダー」を配合 

100%自然由来の香りのみを使用 

スプレーした瞬間に包み込まれる心地良い香り 

お部屋のインテリアに溶け込む 洗練されたパッケージ 

カタログ掲載ページ 
vol.41 846P 

やわらかいので曲部でもしなって入り込む。 
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香り お申込番号 価格（税込） 

フィンランドベリー 565-9092 
356円 

フィンランドリーフ 565-9108 

●香り：レモングラス＆ジンジャー  
●内容量：370ml  

仕様 

●香り：フィンランドベリー・フィンランドリーフ 
●内容量：400ml  
●使用推奨空間：トイレ  
●持続時間：約2～3ヵ月（使用状況によって異なります）  
●成分：無機系消臭剤、香料、界面活性剤（非イオン、陰イオン）  

仕様 
●寸法：W40×D900×H40mm  
●材質：ブラシ／ナイロン 
      ワイヤー／ステンレス 
      グリップ／ポリプロピレン  
●耐熱温度：80℃   

仕様 

645円（税込） 

お申込番号 

069-4632 カタログ掲載ページ 
vol.41  853P 

1,008円（税込） 

お申込番号 

162-6500 カタログ掲載ページ 
vol.41  909P 



リスクに備えたい人をサポート。 

ここぞの本番に向けた体調管理を！！ 

ライチ味でおいしく熱中対策。 

凍らせてシャーベットにも 

冷たい水で溶かすだけ。 
夏はアイスでブレンディ！ 

くせのないまろやかな軟水 
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●容器：ペットボトル  
●入数：1ケース（24本） 
●内容量：500ml  
●賞味期限：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。  

仕様 

●容器：パウチ  
●入数：1ケース（24個） 
●内容量：150g  
●賞味期限：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。 
※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。 

仕様 

●種類：アイスエスプレッソ・オレ  
●入数：1セット(42本：7本×6箱) 
●賞味期限：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。  

仕様 

●内容量：500ml  
●硬度：38  
●入数：1セット（96本：24本×4ケース） 
●カルシウム（100ｍｌあたり）：0.64mg  
●マグネシウム（100ｍｌあたり）：0.28～0.54mg  
●その他成分：たんぱく質：0g、脂質：0g、炭水化物：0g、 
       ナトリウム：1.13mg、カリウム：0.18mg、バナジウム：5.5μg  
●採水地：米国カリフォルニア州北部、 マウントシャスタ  
●カロリー：0kcal  
●賞味期限：商品の発送時点で、賞味期限まで残り240日以上の商品をお届けします。  
※成分は100ml当たり 
※赤ちゃんの粉ミルク調乳に安心してご使用いただけます。 
※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。  

仕様 

3,991円（税込） 

お申込番号 

768-8423 カタログ掲載ページ 
vol.41  743P 

3,110円（税込） 

お申込番号 

768-9574 カタログ掲載ページ 
vol.41  743P 

1,231円（税込） 

お申込番号 

768-9024 カタログ掲載ページ 
vol.41  694P 

8,190円（税込） 

お申込番号 

769-1096 カタログ掲載ページ 
vol.41  741P 


