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リニューアル

新　製　品

今月のオススメ！！

○入数 10×箱数24/240 ○原産国 C
○商品サイズ 約幅100×長さ1200×厚み0.3㎜
○パッケージ形態 ヘッダー付
○パッケージ含サイズ 約190×120×10㎜
○C/S 480×380×480㎜ ○重量 17.1kg
○アソート内容 
　オレンジのみ
○材質 
　TPE（熱可塑性エラストマー）

8739 エクササイズバンド
○入数 10×箱数40/400 ○原産国 J
○商品サイズ 約縦210×横60×厚み43㎜
○パッケージ形態 紙台紙袋入
○パッケージ含サイズ 約155×120×43㎜
○C/S 600×800×500㎜ ○重量 11.5kg
○アソート内容 
　ピンク・ブルー 各⑤
○材質 ポリエチレン　
　耐熱温度 ： 60℃

8741 リラックスつぼ押し

○入数 12×箱数30/360 ○原産国 C
○商品サイズ 約縦85×直径35㎜ 約50㎖
○パッケージ形態 ヘッダー付
○パッケージ含サイズ 約130×110×35㎜
○C/S 610×330×610㎜ ○重量 11.0kg
○アソート内容 
　（ピンク ・ 青）④ ・ （ピンク ・ 黄）④ ・ 
　（ピンク ・ 緑）② ・ （黄 ・ 緑）②
○材質 本体 ： ポリエチレン 
　キャップ ： ポリプロピレン

7163 シャンリンセット/2P

○入数 12×箱数20/240 ○原産国 C
○商品サイズ 約縦205×横110㎜
○パッケージ形態 ヘッダー付
○パッケージ含サイズ 約240×125×5㎜
○C/S 435×405×275㎜ ○重量 22.0kg
○アソート内容 
　黒⑤ ・ べっ甲⑤ ・ 白②
○材質 ポリスチレン ・ 鏡

8058 ハンドミラー
○入数 10×箱数15/150 ○原産国 C
○商品サイズ 約直径55×98㎜　口金サイズ ： 約26㎜
○パッケージ形態 箱入
○パッケージ含サイズ 約98×58×58㎜
○C/S 670×335×370㎜ ○重量 9.2kg
○アソート内容 
　クリアのみ
○材質 ガラス ・ 
　アルミニウム ・ 銅

9081-3 クリアランプ40W型/1P 100V 36W E26

○入数 12×箱数30/360 ○原産国 C
○商品サイズ 約縦180×横250×厚み4㎜
○パッケージ形態 タグ付
○パッケージ含サイズ 商品サイズ同様
○C/S 420×320×330㎜ ○重量 14.8kg
○アソート内容 
　黒 ・ アイボリー 各⑥
○材質 ポリエステル
　内側コーティング ： 塩化ビニル樹脂

8715-3 ファブリックポーチ/A5
○入数 12×箱数50/600 ○原産国 C
○商品サイズ 約縦40×横20×厚み20㎜
○パッケージ形態 ヘッダー付
○パッケージ含サイズ 約100×68×20㎜
○C/S 400×310×410㎜ ○重量 7.0kg
○アソート内容 
　黒 ・ 茶 各⑥
○材質 ポリスチレン

4021 クマデクリップ小/3P

適度な伸縮性と弾力性。おうちで簡単エクササイズ！

パッケージを変更します。
7/下リニューアル予定。

2016年総合カタログP43掲載商品

アソートを変更します。8/中リニューアル予定。
旧アソート ： 黒④ ・ べっ甲④ ・ 白② ・ 赤②

2016年総合カタログP37掲載商品

夜間の交通安全対策に！ 5枚セット入り。

パッケージを変更します。
8/中リニューアル予定。

2016年総合カタログP70掲載商品

カートン入数を変更します。リニューアル済み。
旧カートン入数 ： 12×20/240

2016年総合カタログP79掲載商品

アソートを変更します。8/下リニューアル予定。
旧アソート ： 黒④ ・ 茶④ ・ ピンク① ・ 赤① ・ 青① ・ 水色①

2016年総合カタログP19掲載商品

簡単つぼ押し。どこでも手軽にリラックス。
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○入数 10×箱数60/600 ○原産国 C
○商品サイズ 長方形（大） ： 約縦110×横30㎜　長方形（小） ： 約縦110×横15mm
　　　　　　 丸 ： 約直径30㎜
○パッケージ形態 ヘッダー付
○パッケージ含サイズ 約140×65×3㎜
○C/S 310×310×160㎜ 
○重量 5.0kg
○アソート内容 シルバーのみ
○材質 ポリ塩化ビニル ・ 
　ポリプロピレン

8744 反射シール/5P
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○入数 10×箱数36/360 ○原産国 C
○商品サイズ 約縦340×横200㎜
○パッケージ形態 ヘッダー付
○パッケージ含サイズ 約365×200×10㎜
○C/S 400×570×320㎜ ○重量 11.0kg
○アソート内容 1柄のみ
○材質 竹 ・ 紙

0972-01 ミニうちわ A柄

パッケージを変更します。
8/下リニューアル予定。

2016年総合カタログP69掲載商品
残りわずか！金魚の絵柄のミニサイズうちわです。

2016年新製品カタログ№7掲載商品

○入数 10×箱数15/150 ○原産国 C
○商品サイズ 約直径55×98㎜　口金サイズ ： 約26㎜
○パッケージ形態 箱入
○パッケージ含サイズ 約98×58×58㎜
○C/S 670×335×370㎜ ○重量 9.2kg
○アソート内容 
　ホワイトのみ
○材質 ガラス ・ 
　アルミニウム ・ 銅

9081-1 ホワイトランプ20W型/1P 100V 18W E26
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