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暑さ対策 暑さ対策

瞬間冷却パック30-067

●入数／72 ●材質／PE、硝酸アンモニウム、水
●商品サイズ／126×150mm
●11ケース以上元払い

08065

申込単位
72個

申込単位
400個

サラッとひんやりマスク2033

●入数／400 ●素材／ポリエステル95％、ポリウレタン5％
●内容／夏用冷感マスク１枚、ジッパー付き袋入り 
●商品サイズ／約29×12㎝　●袋サイズ：15×20㎝
●1ケース以上元払い

21652 ¥200（本体価格）

¥100（本体価格）

50個

熱中症対策セット（冷却パック）16-014

●入数／50  ●内容／瞬間冷却パック×2、からだきれいウェット
タオル×２（ギフトボックス入） ●箱サイズ／145×190×38mm
●1ケース以上元払い

08060

専用
名入シール
対応

¥550（本体価格）

バラ
出荷可

熱中症対策セット（冷却シート）

50個

16-015

●入数／50  ●内容／冷却シート2枚入×2、からだきれいウェット
タオル×２（ギフトボックス入） ●箱サイズ／145×190×38mm
●1ケース以上元払い

08060

専用
名入シール
対応

¥450（本体価格）

バラ
出荷可

100個

からだきれい
ウェットタオル　２本入15-354

●入数／100 ●材質／不織布（レーヨン・ＰＥＴ）
●内容／ウェットタオル大判×２
●袋サイズ／98×160×30mm 
●商品サイズ／約300×600ｍｍ
●1ケース以上元払い

76575 ¥120（本体価格）
バラ
出荷可

200個

冷却シート　２枚入16-013

●入数／200 　●内容／冷却シート2枚入り（ＰＰ袋入り）
●成分／パラベン・香料・色素配合
●商品サイズ／50×130mm 
●袋サイズ／185×110×2mm
●1ケース以上元払い

21665

180個

からだきれい
ウェットタオル　1本入15-353

●入数／180 ●材質／不織布（レーヨン・ＰＥＴ）
●内容／ウェットタオル大判 1枚
●袋サイズ／60×160×30mm・33g 
●商品サイズ／約300×600ｍｍ
●1ケース以上元払い

76575 ¥80（本体価格）

バラ
出荷可

名入れ
25×45
mm

名入れ位置
タテ30×ヨコ90mm

大ヒット商品！

¥100（本体価格）

バラ
出荷可
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スポーツ後の
クールダウンに、
急な発熱など
すぐ冷やしたいときに

●繰り返し洗える
●接触涼感生地使用
●立体構造
●男女兼用サイズ

冷
蔵
庫
で
冷
や
し
て
も

　
　
電
子
レ
ン
ジ
で
温
め
て
も
！

申込単位
300個

冷感スカーフ
（カラビナケース付　ホワイト）

●入数／300 ●素材／タオル：ポリエステル、ケース：AS、アルミ　他
●内容／タオル、ケース、OPP袋入り 
●商品サイズ／タオル：約860×70㎜、ケース：52×70×30㎜
●1ケース以上元払い

¥380（本体価格）21665

30-126

申込単位
300個

（カラビナケース付　グレー）
冷感スカーフ

●入数／300 ●素材／タオル：ポリエステル、ケース：AS、アルミ　他
●内容／タオル、ケース、OPP袋入り 
●商品サイズ／タオル：約860×70㎜、ケース：52×70×30㎜
●1ケース以上元払い

¥380（本体価格）21665

30-127

名入れ
　26×85　
mm

※使用イメージ

たたくだけでカンタン冷却！
使用後は
保冷剤として
再利用可！

水
に
濡
ら
せ
ば

　
　
す
ぐ
に
ひ
ん
や
り

申込単位
100個

保冷剤にもなる瞬間冷却パック30-110

●入数／100 　
●材質／本体：PE　成分：硫酸アンモニウム、水、他
●内容／瞬間冷却パック×1　 
●商品サイズ／110×160mm 
●７ケース以上元払い

21668 ¥120（本体価格）

申込単位
200個

 氷タオル30-111

●入数／200 　●材質／綿、ポリエステル、レーヨン、他
●内容／氷タオル×1　 ●商品サイズ／約260×260mm
●パッケージサイズ／99×200×13mm
●３ケース以上元払い

21668 ¥195（本体価格）



濡らさなくても
自然凍結！

※使用イメージです

ブルー ホワイト

申込単位
40個

クールリング　L30-131

●入数／40　●内容／クールリング　L
●商品サイズ／内径約10.5cm、内周約36cm、
首回り目安約30～39cm●材質／外材：TPU、内材：PCM
●カラー／ブルー●１ケース以上元払い

41670 ¥1,760（本体価格）

30-128

21665 ¥300（本体価格）
（ブルー）

¥200（本体価格）30665

30-129 （ホワイト）

¥200（本体価格）30165

30-130

50-064

¥100（本体価格）
申込単位
50個

50670

名入れ
　35×90　
mm

名入れ
　15×105　

mm

名入れ
　35×90　
mm

名入れ
　20×130　

mm
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申込単位
100個

ひのきウェットタオル２本入

●入数／100
●内容／ ひのきウェットタオル２本入
●素材／OIKOSコットン100％　80ｇ/㎡
●展開サイズ／約300×240ｍｍ●製品サイズ／約40×200mm
●重量／おしぼり１本当たり約23ｇ
●1ケース以上元払い

23660 ¥220（本体価格）
15-347

申込単位
100個

ひのきウェットタオル
カトラリー２本セット

●入数／100　●材質／おしぼり：OIKOSコットン100％　80ｇ/㎡、
スプーン・フォーク：白樺、個装：紙
●内容／ ひのきウェットタオル1本、紙完封使い捨て木製スプーン・
フォーク　各１本
●商品サイズ／おしぼり展開サイズ：約300×240ｍｍ、おしぼり
製品サイズ：約40×200mm、スプーン・フォーク長さ：約160ｍｍ
●袋サイズ／65×210×8mm・11.5g
●１ケース以上元払い

21660 ¥150（本体価格）
15-348

申込単位
500個

メガネ・スマホクリーナー2枚入

●入数／500　●内容／メガネ・スマホクリーナー
●成分／アルコール類、水●商品サイズ／約100×140ｍｍ
●１ケース以上元払い

24660 ¥80（本体価格）
15-201

申込単位
240個

防災の心得　手ぬぐい

●入数／240　●内容／手ぬぐい、取説付き
●生地／岡生地、綿100％、日本製●商品サイズ／約340×900ｍｍ
●１ケース以上元払い

23670 ¥300（本体価格）
30-144

thank you　ハンカチ
（２色アソート）

●入数／50　●内容／ハンカチ
●生地／綿100％●商品サイズ／約247×250ｍｍ
●１ケース以上元払い

21660 ¥230（本体価格）
15-349

申込単位
50個

プチギフトアニマルクッキー３P
　　　　　「ありがとう」

●入数／200　●内容／アニマルクッキー３P
●商品サイズ／110×75×12mm・12g
●１ケース以上元払い

24670 ¥120（本体価格）
50-065

申込単位
600個

半永久鉛筆付きタッチペン

●入数／600　●内容／半永久鉛筆付きタッチペン
●商品サイズ／Φ13×147ｍｍ・13g　●カラー／ブラック
●材質／ABS、シリコン、PP　●梱包形態／台紙付OPP袋
●１ケース以上元払い

25570 ¥150（本体価格）
30-143

新商品 新商品

人と地球にやさしい

メガネ・スマホ

　両方対応！

新幹線グリーン席で
おなじみのおしぼり

防災の心得が学べ

一石二鳥！

４つの機能付き！

鉛筆・ボールペン・タッチペン・消しゴム

●人にも地球にもやさしいコットン100％の
　メッシュ素材
●ヒノキのエッセンシャルオイル配合により、
　「ヒノキのチカラ」を最大限に活用
●環境にこだわった、リサイクル不織布
　ECOSELECTIONⓇ商品

100％コットン・檜の香り

バラ
出荷可

半永久鉛筆
特徴

●鉛筆と同じよう
に書くことができ、
消しゴムで消すこ
とができます。
●芯が硬く折れ
にくい構造になっ

ています。
●半永久的に使
用できるので経済
的で、環境にも優
しいペンです。

100個

100個

500個

名入れ
55×39
mm

名入れ
55×39
mm 名入れ

20×65
mm



名入れ
15×105
mm

せいけつギフト ウイルス対策
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名入れ
35×90
mm

名入れ位置
タテ20×ヨコ130mm

のし柄台紙のマスク・ジェル

和モダン・ナチュラルな
　　　　　　パッケージ

21660
●入数／600　●内容／サージカルマスク×1枚
●材質／不織布　●袋サイズ／185×105×3ｍｍ・約4g
●1ケース以上元払い

レトロモダンのし柄
サージカルマスク1枚入15-350

600個
バラ
出荷可

¥45（本体価格）

●入数／600　
●内容／サージカルマスク×1、携帯用アルコール除菌ジェル1.5ml×1
●袋サイズ／190×100×5ｍｍ・約8g　
●1ケース以上元払い

レトロモダン
のし柄　サージカルマスク＆携帯用
アルコール除菌ジェルセット15-352

600個
バラ
出荷可

21660 ¥100（本体価格）

300個

15-351
のし柄　携帯用 アルコール
　除菌ジェル 3ヶ入（花柄）

●入数／300　
●内容／携帯用アルコール除菌ジェル1.5ml×3P
●袋サイズ／110×128×2ｍｍ・約10g　
●1ケース以上元払い 申込単位

10個

¥110（本体価格）

0611

●入数／600　
●内容／サージカルマスク×1、携帯用アルコール除菌ジェル1.5ml×1
●袋サイズ／190×100×5ｍｍ・約8g　
●1ケース以上元払い

衛生対策予防セット　ESH-001
（サージカルマスク＆携帯用アルコール除菌ジェル×各１個入） 

●入数／300　
●内容／サージカルマスク×3、携帯用アルコール除菌ジェル1.5ml×3
●袋サイズ／190×100×8ｍｍ・約18g　
●1ケース以上元払い

衛生対策予防セット　ESH-002
（サージカルマスク＆携帯用アルコール除菌ジェル×各３個入） 

600個

300個

名入れ位置
タテ20×ヨコ130mm バラ

出荷可

バラ
出荷可

15-94

15-95

必須アイテム！マスクと携帯除菌ジェルのセット！

21660 ¥100（本体価格）

21660 ¥250（本体価格）

●入数／600　●内容／サージカルマスク×1枚
●材質／不織布　●袋サイズ／185×105×3ｍｍ・約4g
●1ケース以上元払い

サージカルマスク1枚入15-313

●入数／300　●内容／サージカルマスク×3枚
●材質／不織布　●袋サイズ／185×111×5ｍｍ・約10g
●1ケース以上元払い

サージカルマスク3枚入15-314

●入数／200　●内容／サージカルマスク×5枚
●材質／不織布　●袋サイズ／185×111×10ｍｍ・約16g
●1ケース以上元払い

サージカルマスク5枚入15-315

200個

300個

600個

PM2.5
対応

名入れ位置
タテ25×ヨコ90mm

バラ
出荷可

バラ
出荷可

バラ
出荷可
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必需品マスク。これからも。

21660 ¥150（本体価格）

21660 ¥100（本体価格）

21660 ¥45（本体価格）

300個

15-316
携帯用 アルコール
　　　　除菌ジェル 3ヶ入

●入数／300　
●内容／携帯用アルコール除菌ジェル1.5ml×3包
●袋サイズ／110×128×2ｍｍ・約10g　
●1ケース以上元払い 申込単位

10個

15-317

300個

携帯用 アルコール
　　　　除菌ジェル 5ヶ入

●入数／300　
●内容／携帯用アルコール除菌ジェル1.5ml×5包
●袋サイズ／110×128×4ｍｍ・約14g　
●1ケース以上元払い 申込単位

10個

30-099
携帯用 アルコール
　　　　除菌ジェル １包

●入数／2000
●内容／携帯用アルコール除菌ジェル1.5ml
●商品サイズ／100×40×2mm
●1ケース以上元払い 申込単位

2000個

¥35（本体価格）

申込単位
50個

15-335
携帯用 アルコール
　　　　除菌ジェル ２ヶ入

●入数／500
●内容／携帯用アルコール除菌ジェル1.5ml×2包
●商品サイズ／105×70×2mm・5.5g
●1ケース以上元払い

¥80（本体価格）



ライオンの衛生ギフト
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チョイスカタログチョイスカタログ

申込単位
600個

キレイキレイ
手指の消毒ジェル　1ml30-100

●入数／600
●内容／除菌ジェル1ml
●商品サイズ／50×90×1mm ・2ｇ
●10ケース以上元払い

21690 ¥40（本体価格）
申込単位
500個

キレイキレイ
手指の消毒ジェル1ml　3包セット30-101

●入数／500
●内容／除菌ジェル1ml ×3包
●商品サイズ／50×90×1mm
●袋サイズ／105×98×2mm・9g
●10ケース以上元払い

21684 ¥200（本体価格）

申込単位
10個

ライオン
清潔・衛生ギフト　LSE-1024-23

●入数／10
●内容／トップスーパーNANOXニオイ専用 本体 400ｇ×1本
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ 本体 250ml×１本　
●商品サイズ／175×180×68mm
●10ケース以上元払い

21692 ¥1,000（本体価格）

申込単位
6個

ライオン
清潔・衛生ギフト　LSE-15A24-24

●入数／6
●内容／ トップスーパーNANOXニオイ専用 本体 400g×1本
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ 本体 250ml×1本
チャーミーMagica速乾＋カラッと除菌 シトラスミントの香り 本体 
220ml×2本
●商品サイズ／280×198×68mm
●10ケース以上元払い

21692 ¥1,500（本体価格）

ヴァリアス

31-005

●化粧箱入り
●箱サイズ／267×190×20mm
●1冊以上一括納品元払い（複数個所への配送は送料頂戴いたします。）
※システム料込みの価格になります。
※熨斗包装　別途料金にて対応可能です。

21695

ローマ

31-004 トロント

31-003 ジェノバ

31-002 アムステルダム

31-001 フランクフルト

¥4,800（本体価格）
¥4,300（本体価格）
¥3,800（本体価格）
¥3,300（本体価格）

31-009 キングストン

31-008 ブリュッセル

31-007 ハンブルク

31-006 マルセイユ

¥10,800（本体価格）
¥8,800（本体価格）
¥7,800（本体価格）
¥5,800（本体価格）

¥2,800（本体価格）

やさしいみらい

31-014

●化粧箱入り
●箱サイズ／267×190×20mm
●1冊以上一括納品元払い（複数個所への配送は送料頂戴いたします。）
※システム料込みの価格になります。
※熨斗包装　別途料金にて対応可能です。

21105

ゆらりコース

31-013 すらりコース

31-012 さらりコース

31-011 ふわりコース

31-010 ひらりコース

¥15,800（本体価格）
31-015 きらりコース ¥20,800（本体価格）

¥10,800（本体価格）
¥5,800（本体価格）
¥4,800（本体価格）
¥3,800（本体価格）

ヴァリアス やさしい
みらい

様々なギフトシーンに活躍する

チョイスカタログ２種のご提案

豊富なラインナップの「ヴァリアス」と

SDGｓに貢献する「やさしいみらい」

ひらりコース

すらりコース ゆらりコース きらりコース

ふわりコース さらりコース

※パッケージにつきまして、予告なしにデザインが

　　変更する場合がございますのでご了承ください。

【アニマルウェルフェア】
動物実験をしない製品や
牛革の代用となる素材が
使用された商品

　　　【3R】
繰り返し使う、ゴミの量を
減らす、リサイクルに
関する商品

　【アップサイクル】
廃棄物に付加価値をつけ
新しい製品に生まれ
変わらせた商品

　【森林保全】
FSCⓇ認証付き商品、
間伐材使用、植林や
森林保全活動に
かかわる商品



除菌シート

申込単位
40個

リファイン ウイルスクリア除菌EX
おでかけウエットティッシュ
アルコールタイプ　30枚入30-091

●入数／40 ●素材／レーヨン・ポリエステル
●内容／ウェットティッシュ30枚 ●商品サイズ／約140×200mm
●パッケージサイズ／80×180×42mm 
●5ケース以上元払い

21670 ¥155（本体価格）

携帯に便利な
ポケットサイズ。
アルコールで99％の
強力除菌。

新成分のウイルス除去剤と
アルコールを配合。

14 15

申込単位
200個

ウェットティッシュハンディ10枚　30-102

●入数／200 ●素材／不織布
●内容／除菌ウェットティッシュアルコールタイプ10枚 
●商品サイズ／約150×200mm
●袋サイズ／約65×135×13mm
●6ケース以上元払い

21660 ¥70（本体価格）

1000個

オリジナル
デザイン
作れます

21-01

●入数／500  ●材質／紙（表面PP樹脂貼り加工）
●商品サイズ／55×85×0.4ｍｍ  
●1100枚以上元払い

衛生用品

21694

バラ
出荷可

まも～る　折り畳み式携帯パーテーション15-329

●入数／25　●内容／簡易折りたたみ式パーテーション１個
●材質／ポリプロピレン製　
●本体サイズ／収納時：高さ約270×幅約200×厚み約20ｍｍ、
使用時：高さ約520×幅約440×奥行約190ｍｍ、
平面展開時：高さ約520×幅約780ｍｍ
●1ケース以上元払い

¥527（本体価格）
●入数／60
●箱サイズ／63×126×32mm・152g
●10ケース以上元払い

キレイキレイ薬用液体
ハンドソープ120ml箱入24-19

27290

専用
名入シール
対応60個

240

1枚で２役！
石鹸を配合した
おしぼり。

外出時に便利！

申込単位
400個

石鹸おしぼり　2個入15-344

●入数／400 ●材質／不織布
●内容／石鹸おしぼり1枚入り×2袋（5色アソート）
●商品サイズ／約260×160mm
●パッケージサイズ ／約110×120×6mm・約12ｇ
●1ケース以上元払い

21660 ¥160（本体価格）

400個

名入れ位置　タテ10×ヨコ95mm

申込単位
500個

除菌ウェットティッシュ
アルコールタイプ　10枚入30-105

●入数／500 ●材質／不織布
●内容／除菌ウェットティッシュアルコールタイプ10枚
●商品サイズ／150×200mm
●パッケージサイズ／ 70×135mm
●1ケース以上元払い

21670 ¥70（本体価格）

1000個

申込単位
180個

リファイン アルコール除菌
ポケットウエットティッシュ 10枚入30-088

●入数／180 ●素材／レーヨン・ポリエステル
●内容／ウェットティッシュ10枚 ●商品サイズ／約150×200mm
●パッケージサイズ／135×70×15mm 
●5ケース以上元払い

21670 ¥55（本体価格）

ウイルスクリア除菌EX
極厚大判ウエットティッシュ
アルコールタイプ　25枚入30-090

●入数／30 ●素材／レーヨン・ポリエステル
●内容／大判ウェットティッシュ25枚 ●商品サイズ／約200×300mm
●パッケージサイズ／200×110×45mm
●5ケース以上元払い

21670 ¥190（本体価格）

申込単位
36個

申込単位
30個

リファイン アルコール除菌
大判ウエットティッシュ　20枚入30-089

●入数／36 ●素材／レーヨン・ポリエステル
●内容／大判ウェットティッシュ20枚 ●商品サイズ／約200×300mm
●パッケージサイズ／200×110×25mm 
●5ケース以上元払い

21670 ¥140（本体価格）

●入数／144　●内容／石鹸、ハート型ケース
●重量／石鹸：9ｇ●本体サイズ／約32×40ｍｍ・18ｇ
●材質／紙石鹸●ケースサイズ／80×80×33ｍｍ
●包装形態／リボン付プラケース入
●1ケース以上元払い

ハート型ケース入
ソープローズ３P　ピンク

51665 ¥320（本体価格）

申込単位
144個

●入数／144　●内容／石鹸、ハート型ケース
●重量／石鹸：9ｇ●本体サイズ／約32×40ｍｍ・18ｇ
●材質／紙石鹸●ケースサイズ／80×80×33ｍｍ
●包装形態／リボン付プラケース入
●1ケース以上元払い

ハート型ケース入
ソープローズ３P　ピンク

52665 ¥320（本体価格）

申込単位
144個

ひたいに10秒簡単チェック！

コ
ン
パ
ク
ト
サ
イ
ズ
で

携
帯
に
便
利
！

軽
く
て
コ
ン
パ
ク
ト
に
折
り
た
た
め
る
か
ら

　
　
　
　
持
ち
運
び
や
す
い
！

申込単位
500個

アルコール除菌ウェット10枚入30-086

●入数／500 ●素材／不織布
●内容／アルコール除菌ウェットティッシュ10枚 
●商品サイズ／約150×200mm
●袋サイズ／約76×140×10mm 
●3ケース以上元払い

21670 ¥80（本体価格）

1000個

30-138 30-139
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防災・レジャー防災・レジャー

17

お湯または水を
入れるだけで、

三角形のおにぎりが
出来上がります!

軽量、コンパクト、
携帯性抜群。

オプションで
食べ終わったら
貯金缶になるキャップが
つけられます。
（お問い合わせください）

貯金缶キャップ

７２個より
オリジナルラベル
　　　　　作成！

１

１

アキモトのＰＡＮＣＡＮ

ストロベリー52-13

ブルーベリー52-14

オレンジ52-15

21688

●入数／72（24×3）　●内容量／100g 
●本体サイズ／φ77×113mm・174g
●賞味期限／製造日より約5年
●1ケース以上ケース単位元払い

申込単位
24個72個

¥500（本体価格）

アルファ米  携帯おにぎり

鮭54-01

わかめ54-02

五目おこわ54-03

昆布54-04

21180

●入数／50　
●商品サイズ／160×120×22.5mm・42g（五目おこわのみ45g）
●出来上がり量／109g(五目おこわのみ104g)  
●賞味期限／製造日より約5年6ヶ月
●3ケース以上（取混ぜ可）元払い
  

申込単位
50個

¥300（本体価格）

申込単位
200個

５年保証　超・防災用
ウェットティッシュ　２０枚入り30-104

●入数／200　●内容／防災用ウェットティッシュ20枚入り
●材質／不織布　●本体サイズ／150×200mm
●パッケージサイズ／90×145mm
●5ケース以上元払い

21670 ¥110（本体価格）
申込単位
100個

防災用タオル30-113

●入数／100　●内容／長期保存用ボディタオル1枚入
●材質／スパンレース不織布　●本体サイズ／約560×280mm
●パッケージサイズ／55×200×25mm
●1ケース以上元払い

21660 ¥120（本体価格）

申込単位
48個

折りたたみ水タンク　10Ｌ30-108

●入数／48　●内容／水タンク10L
●材質／ポリエチレン、ナイロン、PET　
●本体サイズ／400×45×380mm
●パッケージサイズ／410×47×390mm・105g
●2ケース以上元払い

21670 ¥700（本体価格）

申込単位
100個

防災衛生６点セット
（ポーチタイプ　クリア）

●入数／100　●内容／ポーチ、携帯トイレ、ゴミ袋、圧
縮タオル、マスク、防災ガイド
●材質／ポーチ：EVA　他、携帯トイレ：PE・IXPE高吸水
性樹脂、ゴミ袋：PE、圧縮タオル：レーヨン、マスク：不織
布（PP）他、防災ガイド：紙
●本体サイズ／ポーチ：220×150mm、携帯トイレ：
132×275ｍｍ、ゴミ袋：500×600ｍｍ、圧縮タオル（広
げた状態）：約240×250ｍｍ、マスク：約165×95ｍｍ、
防災ガイド：70×105ｍｍ●
●1ケース以上元払い

21665 ¥780（本体価格）
30-145

※災害時には出荷に制限がかかる場合がございます。 ※災害時には出荷に制限がかかる場合がございます。

申込単位
240個

防災の心得　手ぬぐい

●入数／240　●内容／手ぬぐい、取説付き
●生地／岡生地、綿100％、日本製●商品サイズ／約340×900ｍｍ
●１ケース以上元払い

23670 ¥300（本体価格）
30-144

オレンジブルーベリーストロベリー

ＮＡＳＡも認めた安心品質！

賞味期限は最長5年間。
非常食としても備蓄できる！

オリジナルラベルが可能なので、
おみやげやノベルティにも最適！

100%
国産米
使用

※「まもり高める乳酸菌L-137」はハウス食品
グループ本社(株)の登録商標です。

申込単位
60本

 コンパクトだから
　持ち運び自由！

サランラップ®とのコラボで生まれた。
もしもの時に役に立つ、新しいサランラップ®の使い方

https://ahp-web.jp/sw-bousai/
#家でも防災訓練してますか

詳しくは、
旭化成サランラップ®
特設サイト

丸めてスポンジの代わりに

体に巻いて防寒対策に

衛生的におにぎりに

包んでニオイ対策に

油性ペンで書いて伝言板に

重ねて使い捨て手袋に ねじって紐の代わりに食器に敷いて節水に

「もしもにも役立つ」×サランラップ
参考上代：オープン
商品規格：22cm×15m
商品サイズ：幅 242×奥 43×高 42mm
入数：1ケース60本入
カートンサイズ：幅 456×奥 271×高 260mm

●数量をご連絡いただきましたら見積りさせて頂きます。又、納期についてもご注文前にご確認の上、ご注文下さい。●名入れやオリジ
ナルデザイン、シール貼り等も承ります。ご相談下さい。●このカタログの掲載の商品以外にも多数取り揃えておりますので、お気軽
にお問い合わせください。●印刷の都合で実際の色と異なる場合があります。また、掲載の商品はデザインや内容等を予告なく変更
する場合がございます。ご了承ください。

「もしもにも役立つ」×サランラップ25-15

●入数／60 　●商品サイズ／22cm×15m
●材質／ポリ塩化ビニリデン
●箱サイズ／242×43×42mm
●1ケース以上元払い

73570 ¥280（本体価格）



¥60（本体価格）
申込単位
50個

¥150（本体価格）
15-348

21660

¥130（本体価格）
30-147

23670

●3ケース以上元払い

¥120（本体価格）
30-148

23470

フェアトレード
コットンフラットトート

ナチュラル

●入数／100
●内容／フェアトレード　コットンフラットトート、フェアト
レードオーガニックコットン使用 取説付
●素材／コットン（320g／平方メートル）
●商品サイズ／本体：約330×390（mm）・持ち手：約
35×560（mm）
●備考／フェアトレードオーガニックコットン使用
●1ケース以上元払い

31568

30-146

申込単位
100個

¥920（本体価格）

100個
申込単位
100個

●3ケース以上元払い

申込単位
50個

申込単位
50個

申込単位
50個

100個

1000個



たっぷり10gの
贅沢な
ドリップバッグ

淡路島産玉ねぎ
　　　100％使用！

コラーゲン入り！
　美容にやさしい
　　　スープです。

ピローボックスギフト

20 21

食品ノベルティ食品ノベルティ オリジナルギフトオリジナルギフト

フルカラーのオリジナルデザインで
ドリップコーヒーが作成できます
フルカラーのオリジナルデザインで
ドリップコーヒーが作成できます
フルカラーのオリジナルデザインで
ドリップコーヒーが作成できます

一色印刷のオリジナルデザインで
　　ドリップコーヒーが作成できます
一色印刷のオリジナルデザインで
　　ドリップコーヒーが作成できます

オリジナルドリップコーヒー
南インドブレンド8ｇ50-053

オリジナルドリップコーヒー
石焼焙煎珈琲8ｇ50-052

オリジナルドリップコーヒー
専門店ブレンド8ｇ50-051

21680 ¥60（本体価格）

21680 ¥60（本体価格）

21680 ¥70（本体価格）

●入数／500　●原材料／コーヒー豆（インド、コロンビア他）　
●内容／1杯抽出型レギュラーコーヒー8g(1杯分）
●袋サイズ／100×125ｍｍ・12ｇ
●1ケース以上元払い
●デザイン・手直しなどは別途料金にて承ります。
（お問い合わせください）

●入数／500　●原材料／コーヒー豆（ブラジル、コロンビア他）　
●内容／1杯抽出型レギュラーコーヒー8g(1杯分）
●袋サイズ／100×125ｍｍ・12ｇ
●1ケース以上元払い
●デザイン・手直しなどは別途料金にて承ります。
（お問い合わせください）

●入数／500　●原材料／コーヒー豆（ブラジル、コロンビア他）　
●内容／1杯抽出型レギュラーコーヒー8g(1杯分）
●袋サイズ／100×125ｍｍ・12ｇ
●1ケース以上元払い
●デザイン・手直しなどは別途料金にて承ります。
（お問い合わせください）

1000個
申込単位
1000個

1000個
申込単位
1000個

1000個
申込単位
1000個

オリジナルドリップコーヒーオリジナルドリップコーヒー
8

8

ほんのきもちです〇〇生命

10001000 個から作れる個から作れる

10001000 個から作れる個から作れる

フリースペース
10×50
mm

商品名

印字カラーは４色よりお選びください
黒 青 緑

デザイン・手直しなどは別途費用にて承ります。
（お問い合わせください）

8

（表面）
印字サイズ

ヨコ80×タテ90mm

（表面）
印字サイズ

ヨコ80×タテ90mm

（裏面）（裏面）

赤

グラデーションや細い線、
細かい図柄は印字できません

フルカラーオリジナルドリップコーヒーフルカラーオリジナルドリップコーヒー

フルカラーオリジナルドリップコーヒー
モカブレンド10ｇ30-121

フルカラーオリジナルドリップコーヒー
炭火ハウスブレンド10ｇ30-120

フルカラーオリジナルドリップコーヒー
クラッシックブレンド10ｇ30-119

21680 ¥220（本体価格）

21680 ¥220（本体価格）

21680 ¥220（本体価格）

●入数／1000　●原材料／コーヒー豆（ブラジル、エチオピア他）
●内容／1杯抽出型レギュラーコーヒー10g(1杯分）
●袋サイズ／110×125ｍｍ・14ｇ
●1ケース以上元払い
●デザイン・手直しなどは別途料金にて承ります。
（お問い合わせください）

●入数／1000　●原材料／コーヒー豆（ブラジル、インドネシア他）
●内容／1杯抽出型レギュラーコーヒー10g(1杯分）
●袋サイズ／110×125ｍｍ・14ｇ
●1ケース以上元払い
●デザイン・手直しなどは別途料金にて承ります。
（お問い合わせください）

●入数／1000　●原材料／コーヒー豆（コロンビア、ブラジル他）
●内容／1杯抽出型レギュラーコーヒー10g(1杯分）
●袋サイズ／110×125ｍｍ・14ｇ
●1ケース以上元払い
●デザイン・手直しなどは別途料金にて承ります。
（お問い合わせください）

1000個
申込単位
1000個

1000個
申込単位
1000個

1000個
申込単位
1000個

（表面）
印字サイズ

ヨコ110×タテ121mm

（表面）
印字サイズ

ヨコ110×タテ121mm

デザイン・手直しなどは別途費用にて承ります。
（お問い合わせください）

プチギフト「ありがとう」
しじみスープ２包入

●入数／100 
●内容／粉末和風しじみスープ1食(5g)×2包
●商品サイズ／120×87×3㎜
●1ケース以上元払い

21680

50-007

申込単位
50個

¥110（本体価格）

プチギフト「ほんのきもち」
玉ねぎスープ２包入

●入数／100 
●内容／粉末玉ねぎスープ1食(5g)×2包
●商品サイズ／120×87×3㎜
●1ケース以上元払い

21680

50-006

申込単位
50個

¥110（本体価格）

プチギフト「ありがとう」
キャンディ３粒入

●入数／200
●内容／キャンディ3粒（個包装、フルーツアソート6種）
●商品サイズ／110×75×12mm・12g
●1ケース以上元払い

21670

50-009

申込単位
50個

¥60（本体価格）

プチギフト「ほんのきもち」
キャンディ３粒入

●入数／200
●内容／キャンディ3粒（個包装、フルーツアソート6種）
●商品サイズ／110×75×12mm・12g
●1ケース以上元払い

21670

50-008

申込単位
50個

¥60（本体価格）

プチギフトBOX「ThankYou」
ドリップコーヒー２パック入

（2柄アソート）

●入数／60　●原材料／コーヒー豆（インド、コロンビア他） 
●内容／1杯抽出型レギュラーコーヒー10g×2パック・ピローボックス入
●パッケージサイズ／170×120×30㎜・45g
●1ケース以上元払い

21680

50-054

申込単位
60個

¥230（本体価格）

２柄
アソート

フリースペース
15×45
mm

（裏面）（裏面）

商品名

※写真はイメージです。
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シニア向けノベルティシニア向けノベルティ

色とりどりの鶴のかけらが散りばめられ
温かみのある風合いとなっています。
色とりどりの鶴のかけらが散りばめられ
温かみのある風合いとなっています。

広島の千羽鶴からつくられた紙を台紙に使用しています。広島の千羽鶴からつくられた紙を台紙に使用しています。

MADE IN
JAPAN 300個

バラ
出荷可

薬用入浴剤
「いつまでもお元気で」15-264

●入数／300 
●内容／薬用入浴剤25g×1包入（３種アソート）
●袋サイズ／120×87×5ｍｍ　
●1ケース以上元払い

32460 ¥85（本体価格）

イベント配布、 記念品、 啓発グッズ ...

何かと使えるＰＲペン！

オリジナルボールペンが

100本から作れる！

100個

100個
名入れ
15×25
mm

Ａ： ご入学 Ｂ： お祭り

小ロットオリジナル商品

23

別注ＯＫ

版代込！

200

29
5

印刷範囲

和紙ふぁいる和紙ふぁいる

雲竜和紙

紙巻ＰＲボールペン

●入数／200　●内容／ボールペン１本（ＰＰ袋添付）
●商品サイズ／全長133mm
●材質／本体:プラスチック・台紙:紙　
●1ケース以上元払い
※台紙デザインはA~Ｄよりお選びください。

21660

15-282

100個 100個
最低別注
ロットバラ

出荷可

¥130（本体価格）

100枚

オリジナル和紙ふぁいる A4
（片面フルカラー・版代込）15-222

●入数／100　●素材／和紙（非木材紙）
●内容／別注和紙ファイル、PP袋×各1
●本体サイズ／215×310mm（A4）　●テープ付きA4用PP袋添付
●1ケース以上ケース単位元払い　●完全データ支給にて承ります。
●デザイン・手直しなどは別途料金にて承ります。（お問い合わせ下さい）

21660

15-224 オリジナル和紙ふぁいる A4
（両面フルカラー・版代込）

●入数／100　●素材／和紙（非木材紙）
●内容／別注和紙ファイル、PP袋×各1
●本体サイズ／215×310mm（A4）　●テープ付きA4用PP袋添付
●1ケース以上ケース単位元払い　●完全データ支給にて承ります。
●デザイン・手直しなどは別途料金にて承ります。（お問い合わせ下さい）

21660

バラ
出荷可

100枚
バラ
出荷可

¥160（本体価格）

¥200（本体価格）

100個
申込単位
50個

和風しじみスープ
「いつまでもお元気で」

●入数／100 
●内容／和風しじみスープ1食(5g)×2袋
●商品サイズ／120×87×3㎜
●1ケース以上元払い

21680

50-019

¥110（本体価格）

敬老プチギフト
ドリップコーヒー２パック入「祝」50-057

●入数／60 
●内容／一杯抽出型レギュラーコーヒー10g×2パック・
ピローボックス入り
●パッケージサイズ／170×120×30mm・45g 
●1ケース以上元払い

21680 ¥230（本体価格）

申込単位
60個

専用
名入シール
対応60個

化粧箱入り

ほ
の
か
な
甘
さ
、大
粒
丹
波
黒
豆
入
り

たっぷり10gの贅沢なドリップバッグ

　国産の間伐竹を
　　原料にした
国内初の和紙を使用！

敬老ギフト　パウンドケーキ
（丹波の黒豆入り）「祝」50-056

専用
名入シール
対応100個

申込単位
10個

●入数／10　●内容／丹波黒豆パウンドケーキ・化粧箱入
●商品サイズ／185×85×48mm
●化粧箱サイズ／190×100×50mm・280g 
●3ケース以上元払い

21680 ¥1,100（本体価格）

100個

延命長寿箸２膳箱入30-028

●入数／300 ●素材／天然木　
●内容／白木箸（大・小）各１膳
●化粧箱サイズ／250×65×15mm 
●2ケース以上元払い

03156

バラ
出荷可

¥220（本体価格）
開運　福しゃもじ30-029

●入数／420　●素材／竹　
●商品サイズ／長さ200mm 
●1ケース以上元払い

03160

バラ
出荷可

¥210（本体価格）

名入れ
20×25
mm

Ｃ： 消防

Ｄ：警察

名入れクリアファイル

名入色：金・銀・黒・白（箔押し）
※その他の名入れ色をご希望の場合は
別途お問い合わせ下さい。

版代・印刷代・送料込！

再生PP
使用

※名入れイメージ
（最大）

箔押し可能範囲

100mm

35mm

１色箔押し印刷

白白

100個

オリジナル名入クリアファイル

15-230
●材質／再生PP50%　●版代・印刷代・送料込み　
●商品サイズ／310×220mm×0.2mm
※その他の名入れ色をご希望の場合は別途お問い合わせ下さい。
※600枚以上は別途お見積り致します。
※完全データ支給にて承ります。
※デザイン・手直しなどは別途料金にて承ります。（お問い合わせ下さい）

21600
500枚　1枚あたり

15-229 400枚　1枚あたり

15-228 300枚　1枚あたり

15-227 200枚　1枚あたり

15-226 100枚　1枚あたり

¥50（本体価格）
¥55（本体価格）
¥62（本体価格）
¥75（本体価格）
¥120（本体価格）



P25

プラスギフトフロッシュ　ＦＦＨ　15-274

●入数／20 ●内容／フロッシュ食器用洗剤100ml×２本（ア
ロエ、重曹）、ハートのスポンジミニ×２個
●商品サイズ／178×143×35mm ・296g
●1ケース以上ケース単位元払い

21677

プラスギフトフロッシュ　ＦＦＣ15-308

●入数／20 ●内容／フロッシュ食器用洗剤100ml×２本（ア
ロエ、重曹）、クラレカウンタークロス×１枚
●商品サイズ／178×143×35mm ・304g
●1ケース以上ケース単位元払い

21677

専用
名入シール
対応30個

1000個
最低別注
ロット

プラスギフトフロッシュ　ＦＦ15-277

●入数／30 
●内容／フロッシュ食器用洗剤100ml×２本（アロエ、重曹）
●商品サイズ／125×143×35mm ・275g
●1ケース以上ケース単位元払い

21677

専用
名入シール
対応30個

1000個
最低別注
ロット

プラスギフトフロッシュ　ＦＨ　15-278

●入数／30 
●内容／フロッシュ食器用洗剤100ml×１本（アロエ）、
ハートのスポンジミニ×２個
●商品サイズ／125×143×35mm ・162g
●1ケース以上ケース単位元払い

21677 専用
名入シール
対応30個

1000個
最低別注
ロット

プラスギフトフロッシュ　ＦＣ　15-310

●入数／30 
●内容／フロッシュ食器用洗剤100ml×１本（アロエ）、
クラレカウンタークロス×１枚
●商品サイズ／125×143×35mm ・170g
●1ケース以上ケース単位元払い

21677
専用

名入シール
対応20個

1000個
最低別注
ロット

プラスギフトフロッシュ　ＦＨＣ　15-309

●入数／20 ●内容／フロッシュ食器用洗剤100ml×１本（ア
ロエ）、ハートのスポンジミニ×２個、クラレカウンタークロス
×１枚　●商品サイズ／178×143×35mm ・189g
●1ケース以上ケース単位元払い

21677

バラ
出荷可

バラ
出荷可バラ

出荷可
バラ
出荷可

24 25

60個
プラスリーチ　箱入
リーチバッグ Ｓ４+Ｍ６15-252

●入数／60　●内容／マチ付フリーザーバッグＳ４枚、Ｍ６枚
●商品サイズ／Ｓ：幅160×深100×マチ40mm、Ｍ：幅200×深125×マチ60mm 　
●材質／ポリエチレン　●箱サイズ／43×43×235mm 
●1ケース以上ケース単位元払い

21665 1000個
最低別注
ロット

プラスリーチ　箱入
ロール巻きゴミ袋45Ｌ10枚15-253

●入数／60　●内容／国産ロール巻きゴミ袋45L半透明10枚入り
●商品サイズ／650×800×厚さ0.012mm
●材質／ポリエチレン　●箱サイズ／43×43×235mm
●1ケース以上ケース単位元払い

21665

専用
名入シール
対応

プラスギフト　ＫＰＳ　15-255

●入数／30　●内容／NEWクレラップミニ（22cm×10ｍ）１本、
国産ロール巻きゴミ袋45L半透明10枚箱入り
●箱サイズ／90×245×45mm 
●1ケース以上ケース単位元払い

21665

プラスギフト　ＫＦＳ　15-256

●入数／30　●内容／NEWクレラップミニ（22cm×10ｍ）１本、
マチ付きフリーザーバッグS4枚＋Ｍ6枚箱入り
●箱サイズ／90×245×45mm 
●1ケース以上ケース単位元払い

21665

バラ
出荷可

30個

1000個
最低別注
ロット

専用
名入シール
対応

バラ
出荷可

60個

1000個
最低別注
ロット

専用
名入シール
対応

バラ
出荷可

30個

1000個
最低別注
ロット

専用
名入シール
対応

バラ
出荷可

木のぬくもり 
～ウッズクラフト～

plusギフトの箱にはウッズクラフトという
木のように素朴で自然な手触りの紙を

使用しております。

木のぬくもり 
～ウッズクラフト～

plusギフトの箱にはウッズクラフトという
木のように素朴で自然な手触りの紙を

使用しております。

シール

箱
1000個

タテ・ヨコ２Way
ギフト箱

のし紙添付できます
(お問合せください）

毎日の生活にplus＋
アイテムにアイテムをplus＋
毎日の生活に嬉しいをplus＋
小さな工夫をplus＋
ありがとうの気持ちをplus＋

自然のプラス「＋」マーク＝四つ葉のク
ローバーは幸福のシンボル、そこへ幸
運のシンボルのてんとう虫をプラス！
小さな幸せを贈りたい、ロゴマークに
はそんな意味を込めています。

自然のプラス「＋」マーク＝四つ葉のク
ローバーは幸福のシンボル、そこへ幸
運のシンボルのてんとう虫をプラス！
小さな幸せを贈りたい、ロゴマークに
はそんな意味を込めています。

～ロゴマークのひみつ～

専用
名入シール
対応20個

1000個
最低別注
ロット

プラスギフトフロッシュ　ＦＦＦ15-273

●入数／20 　●内容／フロッシュ食器用洗剤100ml×３本
（アロエ、重曹、オレンジ）
●商品サイズ／178×143×35mm ・410g
●1ケース以上ケース単位元払い

21677

バラ
出荷可

バラ
出荷可

バラ
出荷可

フロッシュ(R) は環境先進国ドイツで1986 年に生まれ、
世界40 か国以上で愛されているサステナブルハウスケアブランドです。
フロッシュ(R) の約束は、できる限り美しいままの自然を未来に手渡すこと。
そのために、自然にやさしい商品をお届けしつづけます。
自然にやさしく、使う人にもやさしい。 だから、使いつづけられる。
みんなが使いつづけるから、もっと自然にやさしくなれる。
フロッシュ(R) がつくりたいのは、そんなやさしさのサイクルです。

のし紙添付できます (お問合せください）

ドイツ生まれのフロッシュ   ずっと自然と

シール

箱
1000個

¥750（本体価格）

¥750（本体価格）

¥600（本体価格）

¥450（本体価格） ¥450（本体価格） ¥550（本体価格）¥680（本体価格）

¥300（本体価格）

¥700（本体価格）

¥280（本体価格）
¥900（本体価格）

plus  gift++



500個

リーチバッグ Ｓ１15-237

●入数／500　●内容／マチ付フリーザーバッグＳ1枚
●材質／ポリエチレン　●外袋サイズ／170×60mm ・6g
●商品サイズ／幅160×深100×マチ40mm
●1ケース以上元払い

21660

200個

リーチバッグ Ｍ３15-238

●入数／200　●内容／マチ付フリーザーバッグＭ3枚
●材質／ポリエチレン　●外袋サイズ／215×80mm・22g
●商品サイズ／幅200×深125×マチ60mm
●1ケース以上元払い

21660

100個

リーチバッグ Ｓ+Ｍ+Ｌ15-239

●入数／100　●内容／マチ付フリーザーバッグＳ、Ｍ、Ｌ各1枚
●材質／ポリエチレン　●外袋サイズ／260×100mm・23g 
●商品サイズ／Ｓ：幅160×深100×マチ40mm、
Ｍ：幅200×深125×マチ60mm、Ｌ：幅250×深125×マチ60mm 
●1ケース以上元払い

21660

冷蔵
冷凍

Wジッパーで強力密封 !
マチ付きで立てて使える !

リーチバッグリーチバッグリーチバッグ
マチ付フリーザーバッグマチ付フリーザーバッグ

コンパクトタイプのＳ1

便利な３サイズのセット

一番よく使うＭサイズ３枚入り

開口部を
広く使える
浅型タイプ

名入れ
10×50
mm

名入れ
15×80
mm

名入れ
15×90
mm

100個

リーチバッグ Ｌ２+Ｍ２15-240

●入数／100　●内容／マチ付フリーザーバッグＬ、Ｍ各2枚
●材質／ポリエチレン　●外袋サイズ／260×100mm・32g 
●商品サイズ／Ｍ：幅200×深125×マチ60mm、
Ｌ：幅250×深125×マチ60mm 
●1ケース以上元払い

21660

使いやすいＭＬ各２枚入り

名入れ
15×90
mm

バラ
出荷可

バラ
出荷可

バラ
出荷可

バラ
出荷可

マチ付きでたっぷり使いやすい

160×100×ﾏﾁ40mm160×100×ﾏﾁ40mm 200×125×ﾏﾁ60mm200×125×ﾏﾁ60mm 250×125×ﾏﾁ60mm250×125×ﾏﾁ60mm
ＳＳ ＭＭ ＬＬ

100~300100~300ml用 300~600300~600ml用 600~900600~900ml用

¥30（本体価格） ¥85（本体価格）

¥100（本体価格）
¥120（本体価格）

26 27

プチギフト A-110-49

●入数／50  
●内容／保存袋冷蔵庫用10枚入×1、
　保存袋冷凍庫用10枚入×1
●スリーブ箱サイズ／122×212×51ｍｍ・約180g
●1ケース以上ケース単位元払い

84660

50個

専用
名入シール
対応

バラ
出荷可

¥500（本体価格）
1色

ストックバッグストックバッグ

●入数／200　●内容／食品保存袋冷蔵庫用×3枚
●材質／ポリエチレン　●本体サイズ／170×240×
0.04mm　●袋サイズ／135×180×2ｍｍ・約19g
●1ケース以上元払い

食品保存袋
冷蔵庫用3P15-01

74560

●入数／200　●内容／食品保存袋冷蔵庫用×5枚
●材質／ポリエチレン　●本体サイズ／170×240×
0.04mm　●袋サイズ／135×180×3ｍｍ・約28g
●1ケース以上元払い

食品保存袋
冷蔵庫用5P15-02

09460

●入数／200　●内容／食品保存袋冷凍庫用×3枚
●材質／ポリエチレン　●本体サイズ／180×205×
0.07mm　●袋サイズ／125×180×2ｍｍ・約21g
●1ケース以上元払い

食品保存袋
冷凍庫用3P15-04

76560

●入数／200　●内容／食品保存袋冷凍庫用×5枚
●材質／ポリエチレン　●本体サイズ／180×205×
0.07mm　●袋サイズ／125×180×3ｍｍ・約34g
●1ケース以上元払い

食品保存袋
冷凍庫用5P15-05

08760

●入数／100　●内容／食品保存袋冷蔵庫用×10枚
●材質／ポリエチレン　●本体サイズ／170×240×0.04mm　
●箱サイズ／210×60×50ｍｍ・約69g　●1ケース以上元払い

食品保存袋
冷蔵庫用10P箱入10-03

54660

●入数／100　●内容／食品保存袋冷凍庫用×10枚
●材質／ポリエチレン　●本体サイズ／180×205×0.07mm　
●箱サイズ／210×60×50ｍｍ・約85g　●1ケース以上元払い

食品保存袋
冷凍庫用10P箱入10-06

16460

200個

200個

200個

200個

100個

100個

名入れ位置
タテ20×ヨコ60mm

名入れ位置
タテ20×ヨコ60mm

1色

1色

名入れ位置
タテ30×ヨコ120mm

名入れ位置
タテ30×ヨコ100mm

バラ
出荷可

バラ
出荷可

バラ
出荷可

バラ
出荷可

バラ
出荷可

バラ
出荷可

¥70（本体価格）

¥100（本体価格）

¥85（本体価格）

¥120（本体価格）
¥250（本体価格）

¥200（本体価格）



28

●入数／120　●内容／ネットスポンジ×2個（色指定不可）　
●材質／ナイロン、ポリウレタン　
●本体サイズ／80×150×18mm　
●袋サイズ／180×155×20ｍｍ・約20g　
●1ケース以上元払い

リーチネットスポンジ2個入
（３色アソート）15-342

56860
●入数／240　●内容／ネットスポンジ×1個（色指定不可）　
●材質／ナイロン、ポリウレタン　
●本体サイズ／80×150×18mm　
●袋サイズ／90×155×20ｍｍ・約10g　
●1ケース以上元払い

リーチネットスポンジ1個入
（３色アソート）15-341

34560

240個 120個
バラ
出荷可

バラ
出荷可

28 29

●入数／300　●内容／ミニふきん×1枚（赤、青、緑、3色　色指定不可）
●材質／レーヨン100%（不織布）　●本体サイズ／300×350mm
●袋サイズ／95×155×5ｍｍ・約9g　●1ケース以上元払い

レストランのミニふきん1枚入
（３色アソート）15-36

11560

●入数／200　●内容／ふきん×1枚（青、緑、黄、桃 4色 色指定不可）
●材質／綿100％　●本体サイズ／約340×340mm
●袋サイズ／120×175×10ｍｍ・約25g　●1ケース以上元払い

コットンキッチンふきん1枚入
（４色アソート）15-38

22360

●入数／150　●内容／ミニふきん×3枚（赤、青、緑）
●材質／レーヨン100%（不織布）　●本体サイズ／300×350mm
●袋サイズ／120×180×10ｍｍ・約27g　●1ケース以上元払い

レストランのミニふきん3枚入
（３色アソート）15-37

36460

300個 150個

200個

名入れ位置
タテ25×ヨコ100mm

名入れ位置タテ25×ヨコ80mm
名入れ位置

タテ25×ヨ
コ100mm

250個

名入れ位置
タテ30×ヨコ140mm

バラ
出荷可

バラ
出荷可 バラ

出荷可

バラ
出荷可

超厚手カウンタークロス
1枚入（５色アソート）15-215

●入数／（各色50枚×5色）＝250　 ●材質／レーヨン90%、ポリエステル10%
●内容／カウンタークロス1枚入　 ●商品サイズ／約300×340mm 
●袋サイズ／175×155×3mm
●1ケース以上ケース単位元払い

73960

３色アソート

13575

¥100（本体価格）

¥50（本体価格） ¥150（本体価格）

¥120（本体価格）

名入れ位置
タテ25×ヨコ70mm 名入れ位置

タテ15×ヨコ125mm

●入数／300　●内容／ミニふきん×1枚（赤、青、緑、3色　色指定不可）
●材質／レーヨン100%（不織布）　●本体サイズ／300×350mm
●袋サイズ／95×155×5ｍｍ・約9g　●1ケース以上元払い

レストランのミニふきん1枚入
（３色アソート）15-36

11560

●入数／200　●内容／ふきん×1枚（青、緑、黄、桃 4色 色指定不可）
●材質／綿100％　●本体サイズ／約340×340mm
●袋サイズ／120×175×10ｍｍ・約25g　●1ケース以上元払い

コットンキッチンふきん1枚入
（４色アソート）15-38

22360

●入数／150　●内容／ミニふきん×3枚（赤、青、緑）
●材質／レーヨン100%（不織布）　●本体サイズ／300×350mm
●袋サイズ／120×180×10ｍｍ・約27g　●1ケース以上元払い

レストランのミニふきん3枚入
（３色アソート）15-37

36460

300個 150個

200個

名入れ位置
タテ25×ヨコ100mm

名入れ位置タテ25×ヨコ80mm
名入れ位置

タテ25×ヨ
コ100mm

250個

名入れ位置
タテ30×ヨコ140mm

バラ
出荷可

バラ
出荷可 バラ

出荷可

バラ
出荷可

超厚手カウンタークロス
1枚入（５色アソート）15-215

●入数／（各色50枚×5色）＝250　 ●材質／レーヨン90%、ポリエステル10%
●内容／カウンタークロス1枚入　 ●商品サイズ／約300×340mm 
●袋サイズ／175×155×3mm
●1ケース以上ケース単位元払い

73960 ¥100（本体価格）

¥50（本体価格） ¥150（本体価格）

¥120（本体価格）

ハートのかたちの
　キッチンスポンジ

柔らかいスポンジ面と、ナイロン不織布の2層構造に
なっているので、用途に応じて使用する面を変えるだ
けで食器もフライパンのこびりつきにも対応できる食
器洗い用スポンジです。

（シール）

名入れ
10×80
mm

300個

ハートのスポンジ ピンク 1個入

●入数／300　●内容／スポンジＬ(ピンク)×1　
●本体サイズ／100×80×30mm
●袋サイズ／135×135×35mm・8g
●1ケース以上元払い

21660

専用
名入シール
対応

バラ
出荷可

15-343

¥90（本体価格）
ハートのスポンジセット15-297

●入数／150　●内容／スポンジＬ（ピンク）×1、スポンジＳ（ブルー）×1
●本体サイズ／Ｌ:100×80×30mm、Ｓ:70×65×30mm
●袋サイズ／180×110×35mm・13g
●1ケース以上元払い

21660

150個
専用

名入シール
対応

バラ
出荷可

¥145（本体価格）



●入数／400　●内容／三角・排水口共用水切りネット×2枚
●材質／ポリプロピレン　●本体サイズ／180×250mm
●袋サイズ／100×135×3ｍｍ・約10g　
●1ケース以上元払い

水切りネット２枚入15-18

12360

400個

●入数／500　●内容／ぴたっと水切り×2枚
●材質／ポリエステル95%、ポリウレタン5%　
●本体サイズ／240×120mm　
●袋サイズ／140×100×5ｍｍ・約5g
●1ケース以上元払い

ぴたっと水切り２枚15-21

23660
●入数／200　●内容／ぴたっと水切り×5枚
●材質／ポリエステル95%、ポリウレタン5%　
●本体サイズ／240×120mm　
●袋サイズ／180×100×15ｍｍ・約9g
●1ケース以上元払い

ぴたっと水切り５枚15-22

11460

●入数／100　●内容／三角・排水口共用水切りネット×20枚
●材質／ポリプロピレン　●本体サイズ／180×250mm
●箱サイズ／210×125×50ｍｍ・約96g　
●1ケース以上元払い

水切りネット20枚箱入10-20

35960

●入数／300　●内容／ペット再生水切り袋×3枚
●材質／ポリエステル（再生）、ポリエチレン　
●本体サイズ／260×130×マチ110mm
●袋サイズ／140×135×3ｍｍ
●1ケース以上元払い

ペット再生
水切り袋３枚15-46

26560
●入数／200　●内容／ペット再生水切り袋×7枚
●材質／ポリエステル（再生）、ポリエチレン　
●本体サイズ／260×130×マチ110mm
●袋サイズ／140×135×5ｍｍ
●1ケース以上元払い

ペット再生
水切り袋７枚15-47

45960

名入
れ位置

タテ2
0×ヨ

コ60
mm

500個 200個 300個 200個

100個

1色

名入れ位置
タテ25×ヨコ85mm

名入れ位置
タテ25×ヨコ80mm

名入れ位置
タテ20×ヨコ75mm

網目
タイプ

ストッキング
タイプ

不織布
タイプ

バラ
出荷可

バラ
出荷可

バラ
出荷可

バラ
出荷可

バラ
出荷可

バラ
出荷可

名入れ位置
タテ25×ヨコ75mm

¥35（本体価格） ¥200（本体価格）

¥45（本体価格） ¥95（本体価格） ¥80（本体価格） ¥150（本体価格）

●入数／500　●内容／ミクロ繊維ワイパー×2枚
●材質／ポリエステル　●本体サイズ／200×300mm
●袋サイズ／110×160×8ｍｍ・約8g　
●1ケース以上元払い

ミクロ繊維ワイパー２枚入

新聞・雑誌
　リサイクル袋２枚入

新聞・雑誌
　リサイクル袋５枚入

15-39

31560

●入数／200　●内容／ミクロ繊維ワイパー×5枚
●材質／ポリエステル　●本体サイズ／200×300mm
●袋サイズ／115×160×10ｍｍ・約15g　
●1ケース以上元払い

●入数／300
●内容／新聞・雑誌リサイクル袋×2枚
●材質／リサイクルスーパーポリエチレン
●本体サイズ／310×580mm
●袋サイズ／160×160×3ｍｍ・約26g　
●1ケース以上元払い

●入数／200
●内容／新聞・雑誌リサイクル袋×5枚
●材質／リサイクルスーパーポリエチレン
●本体サイズ／310×580mm
●袋サイズ／160×160×8ｍｍ・約63g　
●1ケース以上元払い

ミクロ繊維ワイパー５枚入15-40

46560

●入数／500　●内容／水のいらない化学ぞうきん×2枚
●材質／不織布、ミネラルオイル
●本体サイズ／約220×270mm
●袋サイズ／90×150×7ｍｍ・約9g
●1ケース以上元払い

しあわせの
黄色いお掃除クロス２枚入15-232

97160

300個

200個

名入れ位置
タテ25×ヨコ110mm

水なしでカンタンお掃除！
サッとひとふき、
ほこりを吸着、はなしません！

名入れ位置
タテ12×ヨコ130mm

500個

500個

200個

15-41

15-42

バラ
出荷可

バラ
出荷可

バラ
出荷可

バラ
出荷可

バラ
出荷可

15-203

名入れ位置
タテ25×ヨコ90mm

¥55（本体価格）

¥100（本体価格） ¥125（本体価格）

¥75（本体価格）

¥70（本体価格）

3130
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申込単位
50個

専用
名入シール
対応 30個 1000個

最低別注
ロット

プラスギフトフロッシュ　ＦＦＦ15-273

●入数／20 　●内容／フロッシュ食器用洗剤100ml×３本
（アロエ、重曹、オレンジ）
●商品サイズ／178×143×35mm ・410g
●1ケース以上ケース単位元払い

21677

専用
名入シール
対応 30個 1000個

最低別注
ロット

プラスギフトフロッシュ　ＦＦ15-277

●入数／30 
●内容／フロッシュ食器用洗剤100ml×２本（アロエ、重曹）
●商品サイズ／125×143×35mm ・275g
●1ケース以上ケース単位元払い

21677

フロッシュ100ml 【裸】

30-037

30-038

30-039

21670

●入数／18×3　●内容／食器用洗剤100ml
●本体サイズ／53×33×141mm・121g
●1ケース以上ケース単位元払い

フロッシュ100ml 【箱入り】

アロエ30-040

重曹30-041

オレンジ

アロエ

重曹

オレンジ 30-042

21669

●入数／50　●内容／食器用洗剤100ml
●本体サイズ／54×33×143mm・134g
●5ケース以上元払い
※お申し込みは5ケース以上のケース単位で
　お願いします。

バラ
出荷可

バラ
出荷可

バラ
出荷可

のし袋添付できます（別途料金） のし袋添付できます（別途料金）

¥900（本体価格）¥600（本体価格）

¥250（本体価格） ¥300（本体価格）

粗品等の
シール付き！

申込単位
100個

鼻セレブティッシュ ＩＴＳＵＭＯ＋ＰＬＵＳ28-02

●入数／100　●内容／ティッシュ48W　●材質／パルプ100%
●袋サイズ／125×220×20ｍｍ・約69g　
●1ケース以上元払い

35271 ¥200（本体価格）
申込単位
80個

鼻セレブティッシュ amenity 62W28-04

●入数／80　●内容／ティッシュ62W　●材質／パルプ100%
●箱サイズ／120×56×120ｍｍ・108g　
●3ケース以上元払い
●ご注文は３ケース以上ケース単位でご発注ください。

35270 ¥270（本体価格）

デリケートなお肌の方にはもちろん、
風邪や花粉症、メイクケアにも最適！

環境先進国ドイツ生まれの、
サステナブルハウスケアブランド
「フロッシュ®」。

フロッシュ®の約束は、
できる限り美しいままの自然を
未来に手渡すこと。
そのために、自然にやさしい商品を
お届けしつづけます。

申込単位
100個

エコキッチンペーパー50枚入30-114

●入数／100  
●材質／バガスパルプ40%以上配合
●内容／エコキッチンペーパー　５０枚 
●商品サイズ／約230×190mm
●パッケージサイズ／約200×120×45ｍｍ・約82g
●3ケース以上元払い

21670 ¥100（本体価格）

32

22-01

22-04

22-05 22-06

22-03

オーブン
フライパン

くっつきやすいお料理に、
シリコーン樹脂ですぐはがれる!

●入数／30　●素材／アルミニウムはく、シリコーン樹脂
●箱サイズ／260×40×40ｍｍ　●5ケース以上元払い

¥195（本体価格） ¥300（本体価格）

¥200（本体価格）



●入数／100　●本体サイズ／150×200ｍｍ
●袋サイズ／150×95×15ｍｍ

キレイキレイ除菌
　　　ウェットシート10枚24-04

27290

●入数／60
●箱サイズ／63×126×32mm

キレイキレイ薬用液体
ハンドソープ120ml箱入24-19

27290

●入数／24
●箱サイズ／50×193×50ｍｍ

CHARMY Magica
酵素+オレンジの香り ２２０ml箱入24-09

27290

●入数／20　●内容／CHARMY Magica速乾+カラッと除菌
シトラスミントの香り 220ml、リード ヘルシークッキングペー
パー 小4枚、リード 冷凍も冷蔵も新鮮保存バッグ S3枚 箱入、
リード 冷凍も冷蔵も新鮮保存バッグ 
M3枚 箱入
●箱サイズ／165×201×51mm

ライオンキッチンセット
　　　　　　ＬＭＳ－Ｃ24-15

27290

●入数／10　●内容／キレイキレイ薬用液体ハンド
ソープ250ml、キレイキレイ薬用液体ハンドソープ
つめかえ用200ml
●箱サイズ／162×178×58ｍｍ

キレイキレイ液体ハンドソープセット
　　　　　ＬＢＨ－６Ｐ24-22

27280

●入数／140
●箱サイズ／44×119×38ｍｍ

クリニカハミガキ 
　　マイルドミント 55g24-16

27280

●入数／160
●袋サイズ／95×176×6ｍｍ

     冷えピタ大人用２枚入24-10

27270

●入数／12　●内容／トップスーパーＮＡＮＯＸ400g
特選品、チャーミーマジカ酵素+オレンジの香り220ml
●箱サイズ／130×192×63ｍｍ

トップNANOXクリーンセット
　　　　　　ＬＮＣ－８Ｆ24-21

27292

●入数／20　●内容／クリニカアドバンテージハミガキ
クールミントたて型130g、クリニカハミガキマイルドミント
たて型130g、クリニカハブラシフラットカット3列ふつう×2
●箱サイズ／207×44×256ｍｍ

クリニカデンタルセット
　　　　ＣＤＳ－１０Ｅ24-14

27290

●入数／25　
●箱サイズ／95×158×65ｍｍ

キレイキレイ薬用泡
ハンドソープ250ml箱入24-20

27290

●入数／100
●内容／トップスーパーＮＡＮＯＸ10g×3
●箱サイズ／63×113×21ｍｍ

トップスーパー
　　ＮＡＮＯＸ10g ３袋入
　　

24-17

27285

●入数／15
●箱サイズ／82×176×64ｍｍ

トップスーパー
　　ＮＡＮＯＸ400g箱入　24-18

27295

100％植物性洗浄成分を使用

ナノ洗浄で油汚れもサラサラ落ちる！

※パッケージデザインにつきまして、予告なしにデザインが変更する場合がございますのでご了承ください。

高密度フッ素処方で
　　　エナメル質の修復促進

ピタっと貼って熱をとる
冷却効果が約８時間持続します。

抗菌ポンプヘッド採用

バイ菌をしっかり除菌

GIFT SET

専用
名入シール
対応

専用
名入シール
対応

専用
名入シール
対応

専用
名入シール
対応

専用
名入シール
対応

専用
名入シール
対応

専用
名入シール
対応

専用
名入シール
対応

専用
名入シール
対応

専用
名入シール
対応

専用
名入シール
対応

専用
名入シール
対応

100個

25個

60個

24個

20個

10個 20個

140個

160個

12個

100個

15個

このページの商品で取りまとめ　　　　　以上
ケース単位でご発注下さい。

10ケース

34 35

1,000個

名入れできるようになりました！

120

240

240

530

600

180

80

800

1,000

410

90

450

26-11

専用
名入シール
対応

専用
名入シール
対応

26-08

毎日楽しく食卓を囲むために欠かせない歯の健康は、
からだ全体の健康とも深い関わりがあります。
サンスターは世界最先端の研究成果をもとに、世界中
の人々に、オーラルケアから始まる健康で豊かな生活
づくりを提案します。

Ora2 me
ステインクリアペースト

●入数／80 ●内容／Ora2 me ステインクリアペースト70g
●商品サイズ／140×46×33mm ●1ケース以上元払い

●入数／80 ●内容／薬用ＧＵＭデンタルペースト65ｇ
●箱サイズ／140×46×33mm ●1ケース以上元払い

¥250（本体価格）

26-13

専用
名入シール
対応

サンスターオーラルケア
ギフトセット　SO-C

●入数／30 ●内容／ガムデンタルペーストスタンディング
タイプ120g、ガムデンタルハブラシ#211ふつう、ドゥークリ
アハブラシコンパクトふつう×各1
●商品サイズ／127×228×40mm・240g 
●1ケース以上元払い

¥900（本体価格）21690

申込単位
30個

26-14

専用
名入シール
対応

サンスターオーラルケア
ギフトセット　SO-S

●入数／14 ●内容／ガムデンタルペーストスタンディング
タイプ120g、オーラツーミーステインクリアペーストナチュ
ラルミント130g、ガムデンタルハブラシ#211ふつう、オーラ
ツーミーハブラシミラクルキャッチふつう×各1
●商品サイズ／200×228×40mm・390g
●1ケース以上元払い

¥1,200（本体価格）21690

申込単位
14個

26-15

専用
名入シール
対応

サンスターオーラルケア
ギフトセット　SO-V

●入数／10 ●内容／ガムデンタルペーストスタンディングタイ
プ120g、オーラツーミーステインクリアペーストナチュラルミン
ト130g、オーラツーステインクリアペーストプレミアム100g、ガ
ムデンタルリンスレギュラータイプ250ml×各1、ガムデンタル
ハブラシ#211ふつう×2
●商品サイズ／328×244×50mm・980g
●1ケース以上元払い

¥2,200（本体価格）21690

申込単位
10個



申込単位
30本

●入数／100　●材質／ポリエチレン　
●商品サイズ／189×177×0.06mm
●箱サイズ／193×50×30mm ・44g

ジップロックフリーザーバッグ
　　　　　　Ｍ５枚　粗品用25-04

22985

100個100個

●入数／100　●材質／ポリエチレン　
●商品サイズ／189×177×0.06mm
●箱サイズ／193×50×30mm ・32g

ジップロックフリーザーバッグ
　　　　　　Ｍ３枚　粗品用25-03

22980
●入数／24　●材質／ポリプロピレン
●商品サイズ／118×118×80mm
●箱サイズ／119×119×86mm ・68g

ジップロックスクリューロック
　　　　　　４７３ml　粗品用25-06

21485

24個
●入数／50　●材質／ポリプロピレン
●商品サイズ／118×118×58mm
●箱サイズ／118×118×64mm ・61g

ジップロックスクリューロック
　　　　　　３００ml　粗品用25-05

21480

50個

●入数／50　●材質／ポリプロピレン
●商品サイズ／80×80×53mm
●箱サイズ／82×82×112mm ・47g

ジップロックコンテナー正方形
　　     130ml 2個入 粗品用25-07

22980

50個

●入数／24　●内容／サランラップ22cm×20ｍ、
ジップロックフリーザーバッグＭ5枚入
●材質／ポリ塩化ビニリデン、ポリエチレン
●箱サイズ／244×80×54mm ・225g
●3ケース以上元払い

サランラップバラエティギフト４25-10

21490

24個

●入数／24　●内容／サランラップ30cm×20ｍ、
ジップロックフリーザーバッグL5枚入
●材質／ポリ塩化ビニリデン、ポリエチレン
●箱サイズ／320×80×54mm ・325g
●3ケース以上元払い

サランラップバラエティギフト５25-11

21490

24個

●入数／20　●内容／サランラップ30cm×20ｍ、
ジップロックフリーザーバッグL5枚入、ジップロック
イージージッパー大3枚
●材質／ポリ塩化ビニリデン、ポリエチレン
●箱サイズ／319×115×53mm ・390g
●3ケース以上元払い

サランラップバラエティギフト８25-12

21490

20個

●入数／18　●内容／サランラップ30cm×10ｍ、サラン
ラップ22cm×20m、ジップロックフリーザーバッグL5枚入
クックパークッキングシート30cm×25m
●材質／ポリ塩化ビニリデン、ポリエチレン、シリコーン
樹脂加工耐油紙
●箱サイズ／317×186×50mm ・570g
●3ケース以上元払い

サランラップバラエティギフト１０25-13

21490

18個

●入数／50　●材質／ポリプロピレン
●内容／正方形130ml×2、長方形300ml×1
●箱サイズ／162×162×62mm ・83g

ジップロックコンテナー
　アソート３個セット粗品用25-09

22980

50個

サランラップ®やジップロック®など ハイクオリティーなキッチン用品を詰め合わせた
ギフトセット。イベントの記念品や冠婚葬祭、贈り物、快気祝い、お返しなど、
実用的なギフトとしてお使いいただけます。

●入数／50　●材質／ポリプロピレン
●商品サイズ／156×117×37mm
●箱サイズ／121×160×45mm ・58g

ジップロックコンテナーごはん保存容器
　　     　　　　　一膳用 1個入 粗品用25-14

22980

50個

●入数／60　●材質／ポリ塩化ビニリデン　
●商品サイズ／316×43×42mm・130g 

サランラップ粗品用
３０ｃｍ×１０ｍ25-02

22970

60個
●入数／60　●材質／ポリ塩化ビニリデン　
●商品サイズ／242×43×42mm・123g  

サランラップミニ粗品用
２２ｃｍ×１５ｍ25-01

22970

60個

ピッと切れて、ピタッと密着、気持ちいい

冷凍保存でも鮮度を保つ

においもれをしっかりガード

このページの商品で取りまとめ　　　　　以上
ケース単位でご発注下さい。（ギフトセットは除く）

10ケース
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新ロゴ

英語のkitchen（厨房）と、イタリア語のista（～する人）を
組み合わせた「KitcheNista」
キッチンで活躍するすべての人を応援したい、輝かせたい
という想いを込めた新ブランドです。

※パッケージデザインにつきまして、予告なしにデザインが変更する場合がございますのでご了承ください。

キッチニスタラップ抗菌
３０ｃｍ×２０ｍ

キッチニスタラップ
３０ｃｍ×２０ｍ

キッチニスタラップ
２２ｃｍ×３０ｍ

キッチニスタラップ
２２ｃｍ×５０ｍ

キッチニスタラップ
３０ｃｍ×５０ｍ

キッチニスタラップ
３０ｃｍ×１００ｍ

キッチニスタラップ
３０ｃｍ×２２０ｍ

23-09 23-10

キッチニスタラップ
抗ウイルス・抗菌　２２ｃｍ×３０ｍ23-17

23-13

23-1223-11

23-15 23-16

申込単位
8本

●入数／60　●材質／塩化ビニル樹脂
●箱サイズ／41×236×41mm　
●5ケース以上元払い

キッチニスタラップ
抗ウイルス・抗菌　３０ｃｍ×２０ｍ23-18

●入数／60　●材質／塩化ビニル樹脂
●箱サイズ／41×316×41mm　
●5ケース以上元払い

無機系・練込 本体
JP0612066X0001D

無機抗菌剤・練込 本体
JP0122066A0005X

ラップ上の特定のウイルスを減少させ、細菌の増殖を抑制！
ラップを衛生的に保つことができます。

●入数／60　●材質／塩化ビニル樹脂
●箱サイズ／41×236×41ｍｍ　
●5ケース以上元払い

●入数／40　●材質／塩化ビニル樹脂
●箱サイズ／41×236×41ｍｍ　
●5ケース以上元払い

●入数／60　●材質／塩化ビニル樹脂
●箱サイズ／41×316×41ｍｍ　
●5ケース以上元払い

●入数／60　●材質／塩化ビニル樹脂
●箱サイズ／41×316×41ｍｍ　
●5ケース以上元払い

●入数／40　●材質／塩化ビニル樹脂
●箱サイズ／41×316×41ｍｍ　
●5ケース以上元払い

●入数／30　●材質／塩化ビニル樹脂
●箱サイズ／48×319×48ｍｍ　
●5ケース以上元払い

●入数／8　●材質／塩化ビニル樹脂
●箱サイズ／131×321×136ｍｍ　
●5ケース以上元払い

220 210

140100 200170

180 300250

400 500

800 1,000

¥300（本体価格） ¥300（本体価格）

※すべてのウイルスや菌を減少させるわけではありません。

¥230（本体価格） ¥200（本体価格）

¥230（本体価格） ¥370（本体価格）

名入可 名入可

名入可

名入可 名入可 名入可

名入可 名入可 名入可



23875

申込単位
100個

パチックＬ20-129

●入数／100（20×5）　
●商品サイズ／100×210×12mm・約28.2g 
●1ケース以上元払い

54378
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●入数／20　●内容／NEWクレラップミニ(22cm×20m)1本、NEWクレラッ
プミニミニ(15cm×20m)1本、マチ付きフリーザーバッグ(S2枚+M2枚)1個、
キッチンパック(40枚入)1個
●箱サイズ／295×51×184mm、約565g　●5ケース以上元払い

23875
●入数／10　●内容／NEWクレラップミニ(22cm×50m)2本、キッチンパッ
ク(40枚入)1個、フライパン用ホイルシート(25cm×3m)1本、ごはん冷凍保存
容器一膳分(1個入)1個、レンジ対応保存容器丸SS(1個入)1個、マチ付きフリ
ーザーバッグ(S2枚+M2枚)1個
●箱サイズ／383×59×289mm、約1,150g　●5ケース以上元払い

マチ付きだから立てて
使えてらくらくフリージング。

冷凍保存・解凍用。

フリーザーバッグ
Ｓ２枚+Ｍ２枚 粗品用

フリーザーバッグ
Ｍ３枚 粗品用

●入数／100 ●材質／ポリエチレン
●本体サイズ／Ｓ：140×160×67mm、Ｍ：180×200×67mm
●商品サイズ／235×51×40mm・40g 
●5ケース以上元払い

●入数／100 ●材質／ポリエチレン
●本体サイズ／180×200×67mm
●商品サイズ／128×213×7mm・34g 
●5ケース以上元払い

20

21675 55475

クレハオリジナルギフトセット内で取りまとめ５ケース以上ケース単位元払い

贈答 贈答

2916873469

5000個 5000個

パッケージ
リニューアル！

25

申込単位
10個

●入数／60　●材質／ポリ塩化ビニリデン　●商品サイズ／43×236×43mm
●10ケース以上元払い　●名入れサイズ：30.5×141mm

●入数／60　●材質／ポリ塩化ビニリデン　●商品サイズ／43×317×43mm
●10ケース以上元払い　●名入れサイズ：30.5×167mm

¥200（本体価格）
申込単位
100個

パチックＭ20-130

●入数／100（20×5）　
●商品サイズ／100×210×11mm・約24.3g 
●1ケース以上元払い

54378 ¥200（本体価格）
申込単位
100個

パチックＳ20-131

●入数／100（20×5）　
●商品サイズ／100×210×8.5mm・約20.7g 
●1ケース以上元払い

54378 ¥200（本体価格）

申込単位
30個

20-117

●入数／30　●材質／アルミニウムはく、シリコーン樹脂　●商品サイズ／261×39×39mm　
●1ケース以上元払い

フライパン用ホイルシート　25cm×3m

97580 275

抗菌・消臭効果のある銅ゼオライト配合で
ヌメリ・悪臭を抑制！キッチンを清潔に

申込単位
80個

ダストマン▽　20枚入20-123

●入数／80（20×4）
●本体サイズ／170×260×マチ140mm
●商品サイズ／193×311×10mm ・約62g
●1ケース以上元払い

65386 ¥300（本体価格）

¥180（本体価格）¥160（本体価格）

¥2,800（本体価格）¥1,200（本体価格）

¥200（本体価格） ¥220（本体価格）

23875
●入数／20　●内容／NEWクレラップミニ(22cm×20m)1本、
マチ付きフリーザーバッグ(S2枚+M2枚)1個、フライパン用ホイルシート
(25cm×3m)1本
●箱サイズ／276×51×146mm、約380g　●5ケース以上元払い

¥1,000（本体価格）
20-124

20-125 20-132

20-127 20-128

名入可 名入可

暮らしを豊かに・・・

　　クレハ・オリジナルギフト
　　　セットは、”楽しさ”
　　”うれしさ””快適さ”など、
　　　様々な生活シーンを
　　演出する商品を詰め合わ
　　　せたギフトＢＯＸ。
　　贈り手の温かな心遣い
　　　がきっと伝わります。
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