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アドグッド 除湿剤 大容量 800ml 1パック（3個） 

●用途：タンス・下駄箱・寝具など 
●除湿量：800ml 
●目安使用期間：4～8ヶ月（季節や湿気の状況により異なります） 
●材質：塩化カルシウム、防カビ剤、消臭剤 
※除湿量は水換算で気温25℃、湿度80％の場合  

167-5997 
お申込番号 

397円（税込） 
カタログ掲載ページ 
Vol.41 P.927 

梅雨の時期に一番頭を悩ませてしまう事と言えば 

そう、「カビ」 

換気 除湿 掃除 

4つの条件が揃うとカビが繁殖します。   

     湿度（水分）湿度約70％  

     温度 約20～30度  

    栄養分 食べこぼし、ほこり、手垢、衣類、木など  

     酸素  

１ 

２ 

3 

4 

備長炭ドライペット 1パック（3個） 

カビが育ちやすい条件・環境とは？ 

放っておくと皮膚疾患やア
レルギーなど人の健康に
害を及ぼしてしまう事もあ
り、あらゆる面で悪影響を
与えてしまいます。 

465-0175 
お申込番号 

213円（税込） 

●用途：押入れ・収納庫・下駄箱・流しの下など 
●除湿量：420ml 
●目安使用期間：3～6ヵ月（季節により異なります） 
●材質：塩化カルシウム、活性炭、備長炭 
※温度や湿度によっては、目安まで水がたまらない場合がある。 
  1年以内に必ずお取替えください。 
※お取替え目安を超えて使用するとあふれる場合があります。 
※除湿量は25℃、湿度80％の場合  

場所をえらばず、 
どこにでも気軽における 
汎用タイプ！ 



3 

サルモネラ菌 腸炎ビブリオ 

病原性大腸菌 
（O157など） 

カンピロバクター 赤痢菌 

コレラ菌 

細菌性感染型食中毒 

黄色ブドウ球菌 

ボツリヌス菌 

細菌性毒素型食中毒 

「増やさない」 「殺菌する」 「つけない」 

カタログ掲載ページ 
Vol.41 P.681 

262-8756 
お申込番号 

4,298円（税込） 

ツインバード くつ乾燥機 ブラウン SD-4546BR  

●電源：AC100V 50/60Hz 
●電源ケーブル長さ：約1.8m 
●消費電力：《標準モード》150W、《革靴モード》135W 
●寸法：約W150×D90×H220mm 
●重量：約670g 
●使用温度範囲：0～40℃  

ナカトミ コンプレッサー式除湿機 DM-10 

●サイズ：W390×D280×H600mm 
●適用畳数：《木造》約20/23畳 
         《鉄筋》約40/45畳 
         《プレハブ》約31/35畳 
●タンク容量：約6.5L 
●タイマー：切タイマー：1～24H 
●電源：100V 50/60Hz  
●電源ケーブル長さ：1.8m 
●消費電力：500/550W 
●重量：約16kg 
●風量：強・弱 
●保証期間：1年 
※適応畳数・消費電力は50/60Hz 

369-6110 
お申込番号 

53,784円（税込） 

カタログ掲載ページ 
Vol.41 P.681 

ライオン ライオガードアルコール 本体 

●洗剤の種類：液体 
●内容量：1L 
●液性：弱アルカリ性 
●成分：エタノール（53.4％）、ユーカリ、 
      クエン酸ナトリウム、精製水 

260-4443 
お申込番号 

820円（税込） 

カタログ掲載ページ 
Vol.41 P.836 

食品添加物なので、 
食品がふれる箇所にも安心！ 
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861-7637 
お申込番号 

896円（税込） 

ケアたのめーる 
Vol.21 P.335 

362-3523 
お申込番号 

2,180円（税込） 

実はこれもしっかり説明書きを見ると書いてあったりします。 
服の素材によってはスプレー後アイロンをかけて熱を加えたほうが効果を
期待できるものもあります。 
アイロンまではしなくても前日などにかけておき1日乾燥が必要です！ 

“乾かしてから”を 
心掛けて使用 
してみましょう！！ 

ライオン レインガード  

●サイズ：大 
●全長：200mm 
●内容量：180ml 
●重量：177g 
●材質：シリコーン、イソプロピルアルコール 

超撥水防水スプレー Never Wet NEO(ネバーウェットネオ) 

雨・雪・泥汚れを 
しっかりはじき、防ぐ！ 

●内容量：325ml 
●成分：合成樹脂（シリコン）、有機溶剤 

布の通気性を失わず強力な 
撥水効果を発揮します！ 

出かける直前にスプレーする人が多いかと思います。 
・・・実は！それはあまり意味がないのです！ 

しっかり乾燥させて 
初めてその効果が表れます！ 

スプレーをかける前は、しっかり洗濯した方が良いんです！ 

洗濯してきれいな状態の方がスプレーの
成分が浸みていきます。 
もし汚れている状態だとその汚れが邪魔
をし、そこだけスプレーが浸み込みにくくな
ります。 



色/柄 お申込番号 入数 価格（税込） 

ピンク/ハート ①212-5895 
1個 183円 

黄色/スター ②212-5901 

テープのり ドットライナープチプラス  
●サイズ：W56×H30mm ●テープサイズ：幅7mm×長さ10m 
●タイプ：使いきりタイプ ●のりタイプ：しっかり貼るタイプ 

349円（税込） 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.41 P.303 

349円（税込） 
シルエットノート 強粘着タイプ  ネコ  
●サイズ：69×69mmよりカットアウト 
●色：エレクトリックブルー、ローズ、ウルトライエロー 
●入数：30枚×3冊（1パック） 

シルエットノート 強粘着タイプ  ハート  
●サイズ：69×69mmよりカットアウト 
●色：ピンク、ウルトライエロー、ローズ  
●入数：30枚×3冊（1パック） 

お申込番号 

215-2532 

お申込番号 

018-3323 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.41 P.409 

② 

① 
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色 お申込番号 入数 価格（税込） 

ピンク  ①011-6013 
1個 432円 

ブルー ②011-6006 

ケズリキャップ ツイン 
●サイズ：W43×D37.2×H51mm 
●研削方法：手動 ●重量：15g 
●材質：ABS、PS、合金鋼 

サイズ お申込番号 入数 価格（税込） 

S ①110-2453 

1パック 275円 
M ②110-2439 

メクリッコ Sweet ハート 
●内径：S/13×11mm、M/14×11.5mm 
●材質：シリコン 
●色：3色セット（パールローズ、チョコ、レッド） 

たのくん クリヤーホルダー すいーつ 
●サイズ：タテ310×ヨコ220mm（A4） 
●厚さ：0.2mm ●材質：ポリプロピレン  
※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。 

② 

① 

142円（税込） 
お申込番号 

111-8836 

① 
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色 お申込番号 入数 価格（税込） 

ストロベリー ①111-5439 

1個 544円 

ソーダ ②111-5446 

ブルーベリー ③111-5453 

ミント ④111-5460 

バニラ ⑤111-5477 

アイスクリップケース 
●サイズ：本体/φ52×H104mm、スタンド/W36×D37×H41mm、 
             クリップ/28×7.5mm 
●材質：アイスフタ/紙、PP樹脂、強力マグネット、再生ポリカーボネート 
            ケース・コーン/紙、PP樹脂  クリップ/スチール、PVC 
            スタンド/再生ポリカーボネート 
●付属品：カラーゼムクリップ（6色込・袋入）30本 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.41 P.417 

色 お申込番号 入数 価格（税込） 

ストロベリー ①013-2468 

1個 464円 

ブルーベリー ②013-2475 

ピスタチオ ③013-2482 

レモン ④013-2499 

モカ ⑤013-2505 

マカロンデザインクリップ ケースクリップセット   
●サイズ：W15×D15×H9mm  
●ケースサイズ：W50×D50×H28mm ●とじ枚数：1～10枚 
●材質：クリップ/マプカ（古紙・PP樹脂） 
      ケース材質/マプカ（古紙・PP樹脂）、再生PP樹脂 
●セット内容：ケース×1個、クリップ×12個 

② 

① 

③ ④ ⑤ 
② 

① 

③ ④ ⑤ 
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色 お申込番号 価格（税込） 

シェルピンク  ①818-0797 
6,134円 

ペールブルー ②110-0992 

テプラ PRO ガーリーテプラ  
●サイズ：W154×D108×H62.5mm ●重量：530g 
●対応テープ幅：4～18mm ●最大印刷可能幅：9mm  
●印刷改行数：1～3行  ●カッタータイプ：オートカッター 
●電源：ACアダプタ（別売）または単4形アルカリ乾電池×6本（別売） 
●付属品：装飾用リボン ●保証期間：1年間 
 ※重量は乾電池・テープカートリッジ除く 
 ※試用テープカートリッジは付属しません。 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  

Vol.41 P.617～621 
テープカートリッジやACアダプタの 
詳細は、カタログをご覧ください。 

② 

① 
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