NEWエンボスキッチンパックS60P
ｹｰｽ入数：50入
規格ｻｲｽﾞ：0.01x180x250mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅22x高5x奥8cm
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：220円
あらゆる食品の包装に！
1枚ずつ取り出せるﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ式
無臭で食品衛生上無害です

NEWエンボスキッチンパックM50P
ｹｰｽ入数：50入
規格ｻｲｽﾞ：0.01x250x350mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅22x高5x奥8cm
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：220円
あらゆる食品の包装に！
1枚ずつ取り出せるﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ式
無臭で食品衛生上無害です

NEWエンボスキッチンパックL30P
ｹｰｽ入数：50入
規格ｻｲｽﾞ：0.01x320x380mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅22x高5x奥8cm
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：220円
あらゆる食品の包装に！
1枚ずつ取り出せるﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ式
無臭で食品衛生上無害です

NEWキッチンパックM150P
ｹｰｽ入数：40入
規格ｻｲｽﾞ：0.01x250x350mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅22.5x高5.5x奥8cm
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：550円
あらゆる食品の包装に！
1枚ずつ取り出せるﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ式
無臭で食品衛生上無害です

NEW水切りパック30P
ｹｰｽ入数：50入
規格ｻｲｽﾞ：0.01x280x320mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅22x高5x奥8cm
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：220円
あらゆる食品の包装に！
1枚ずつ取り出せるﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ式
無臭で食品衛生上無害です

キッチンパックS30P
ｹｰｽ入数：100入
規格サイズ：0.01x230x320mm
化粧箱サイズ：幅24x高4x奥7.5cm
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：160円
あらゆる食品の包装に！
1枚ずつ取り出せるﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ式
無臭で食品衛生上無害です

USE023キッチンパック800P
ｹｰｽ入数：12入
規格ｻｲｽﾞ：0.01x230x340mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅25x高6x奥17cm
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：2000円
あらゆる食品の包装に！
1枚ずつ取り出せるﾃｨｯｼｭ式
無臭で食品衛生上無害です

USEキッチンパック20P
ｹｰｽ入数：100入
規格ｻｲｽﾞ：0.01x250x350mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅22x高3x奥8.5cm
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：150円
あらゆる食品の包装に！
1枚ずつ取り出せるﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ式
無臭で食品衛生上無害です

アニマル柄キッチンパック30P
ｹｰｽ入数：100入
規格ｻｲｽﾞ：0.01x220x250mm
商品ｻｲｽﾞ：横11x縦22.5cm
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：200円
あらゆる食品の包装に！
無臭で食品衛生上無害です
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NEWキッチンパックM100P
ｹｰｽ入数：50入
規格ｻｲｽﾞ：0.01x250x350mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅22x高5x奥8cm
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：380円
あらゆる食品の包装に！
1枚ずつ取り出せるﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ式
無臭で食品衛生上無害です

ゴミ袋 各種
ｻｲｽﾞ：種類そろえています
お問い合わせください

ストックバッグ（M）７P
ｹｰｽ入数：100入
規格ｻｲｽﾞ：0.04x170x240mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅24x高5x奥5cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：160円
強力ｼﾞｯﾊﾟｰ付き,冷凍保存に
乾燥、湿気をｼｬｯﾄｱｳﾄ
食品を新鮮なままで保存します

ストックバッグ（Ｌ）７P
ｹｰｽ入数：100入
規格ｻｲｽﾞ：0.04x280x400mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅31x高5x奥5cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：250円
強力ｼﾞｯﾊﾟｰ付き,冷凍保存に
乾燥、湿気をｼｬｯﾄｱｳﾄ
食品を新鮮なままで保存します

フリーザーバッグ(M)5P
ｹｰｽ入数：100入
規格ｻｲｽﾞ：0.07x180x205mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅24x高5x奥5cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：180円
強力ｼﾞｯﾊﾟｰ付き,冷凍保存に
安心の厚手ﾀｲﾌﾟ
冷凍保存から解凍までOK

ラップ・ホイル 各種
各ｻｲｽﾞ揃えています

スライダー式ジッパーバッグM5P
ｹｰｽ入数：100入
規格ｻｲｽﾞ：0.07x200x180mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅24x高5x奥5cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
参考上代：200円
ｽﾗｲﾀﾞｰ式ｼﾞｯﾊﾟ-で開け
閉めが簡単です
電子ﾚﾝｼﾞで解凍できます

スライダー式ジッパーバッグL5P
ｹｰｽ入数：100入
規格ｻｲｽﾞ：0.07x270x280mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅31x高5x奥5cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
参考上代：250円
ｽﾗｲﾀﾞｰ式ｼﾞｯﾊﾟｰで開け
閉めが簡単です
電子ﾚﾝｼﾞで解凍できます

スライダー式ジッパーバッグM2P
ｹｰｽ入数：300入
規格ｻｲｽﾞ：0.07x200x180mm
商品ｻｲｽﾞ：横10.5x縦20.5cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
参考上代：100円
袋入れで枚数調整もできます
名入れｽﾍﾟｰｽもありばら撒き
に便利

スライダー式フリーザーバッグM8P
ｹｰｽ入数：100入
規格ｻｲｽﾞ：0.07x180x（175+30）mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅8.5x高19x奥3cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
参考上代：250円
ﾏﾁ付なので厚みのある食材も
らくらく入ります
ﾏﾁ付なので立つので便利

スライダー式ストックバッグ12P
ｹｰｽ入数：50入
規格ｻｲｽﾞ：0.04x200x180mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅22x高5x奥8cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
参考上代：220円
ｽﾗｲﾀﾞｰ式ｼﾞｯﾊﾟｰで開け
閉めが簡単です
電子ﾚﾝｼﾞで解凍できます

半透明ゴミ袋45L5P
ｹｰｽ入数：200入
規格ｻｲｽﾞ：650x800mm
商品ｻｲｽﾞ：横15.5x縦21.5cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：150円
お好みで枚数調整が自由

スライダー式フリーザーバッグ10P スライダー式ジッパーバッグ20P
ｹｰｽ入数：50入
ｹｰｽ入数：50入
規格ｻｲｽﾞ：0.07x200x180mm
規格ｻｲｽﾞ：0.07x200x180mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅22x高5x奥8cm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅22x高5x奥8cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
参考上代：220円
参考上代：380円
ｽﾗｲﾀﾞｰ式ｼﾞｯﾊﾟｰで開け
ｽﾗｲﾀﾞｰ式ｼﾞｯﾊﾟｰで開け
閉めが簡単です
閉めが簡単です
電子ﾚﾝｼﾞで解凍できます
電子ﾚﾝｼﾞで解凍できます
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持ち手付きポリ袋S20P
持ち手付きポリ袋M12P
持ち手付きポリ袋L8P
レディースパック厚手20P
ｹｰｽ入数：100入
ｹｰｽ入数：100入
ｹｰｽ入数：100入
ｹｰｽ入数：100入
規格ｻｲｽﾞ：0.015x250(150)x360mm 規格ｻｲｽﾞ：0.018x340(210)x460mm 規格ｻｲｽﾞ：0.022x450(250)x550mm 規格ｻｲｽﾞ：0.018x300x300mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅17x高4x奥8cm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅22x高4x奥8cm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅26x高4x奥8cm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅21x高4x奥8cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：160円
参考上代：200円
参考上代：220円
参考上代：200円

除菌名人トイレクリーナー30P
ｹｰｽ入数：25入
規格ｻｲｽﾞ：160x250mm
商品ｻｲｽﾞ：幅18x高4x奥9cm
材質：ﾊﾟﾙﾌﾟ
参考上代 200円

除菌名人キッチンクリーナー30P
ｹｰｽ入数：25入
規格ｻｲｽﾞ：160x250mm
商品ｻｲｽﾞ：幅18x高4x奥9cm
材質：ﾊﾟﾙﾌﾟ
参考上代 200円

とって付きポリ袋S
とって付きポリ袋M
古紙回収袋7P
ｹｰｽ入数：300入
ｹｰｽ入数：300入
ｹｰｽ入数：150入
規格ｻｲｽﾞ：0.015x150(100)x360mm 規格ｻｲｽﾞ：0.018x210(130)x460mm 規格ｻｲｽﾞ：0.02x310(240)x670mm
商品ｻｲｽﾞ：横16x縦17.5cm
商品ｻｲｽﾞ：横15.5x縦21.5cm
商品ｻｲｽﾞ：横16x縦18cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：100円
参考上代：100円
参考上代：160円
お好みで枚数調整が自由
お好みで枚数調整が自由

アニマル柄持ち手付き袋40P
ｹｰｽ入数：100入
規格ｻｲｽﾞ：0.01x250x360mm
商品ｻｲｽﾞ：横11x縦20cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：220円

ﾒﾛﾃﾞｨお出かけｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ20P
ｹｰｽ入数：30入
規格ｻｲｽﾞ：300x200mm
商品ｻｲｽﾞ：幅18x高2.5x奥10cm
材質 ﾚｰﾖﾝ、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布
参考上代 180円
しっかり拭ける厚手ﾀｲﾌﾟ

ｹｰｽ入数：60入
規格ｻｲｽﾞ：300x200mm
商品ｻｲｽﾞ：
材質 ﾚｰﾖﾝ、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布
参考上代 180円
しっかり拭ける厚手ﾀｲﾌﾟ

ｹｰｽ入数：40入
規格ｻｲｽﾞ：600x300mm
商品ｻｲｽﾞ：幅15x高18x奥2cm
材質 ﾚｰﾖﾝ、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布
参考上代 400円
長期保存3年対応

ｹｰｽ入数：30入
規格ｻｲｽﾞ：300x200mm
商品ｻｲｽﾞ：幅18x高2.5x奥10cm
材質 ﾚｰﾖﾝ、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布
参考上代 220円
長期保存対応

ロングチャック袋8枚入
ｹｰｽ入数：100入
規格ｻｲｽﾞ：0.06ｘ120ｘ320mm
商品ｻｲｽﾞ：横14x縦22cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：200円
長いものをらくらく保存
冷凍保存から解凍までOK
その他用途はいろいろ

レンジ&冷蔵庫クリーナー20Ｐ
ｹｰｽ入数：108入
規格ｻｲｽﾞ：180x300mm
商品ｻｲｽﾞ：幅19.5x高3.5x奥9.5cm
材質：ﾊﾟﾙﾌﾟ
参考上代：300円

カーピッカボディ用１０枚
ｹｰｽ入数：30入
規格サイズ：300x200mm
商品ｻｲｽﾞ：横11x縦19cm
材質：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布
ﾚｰﾖﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
参考上代 280円

カーピッカ窓用１０枚
ｹｰｽ入数：30入
規格サイズ：300x200mm
商品ｻｲｽﾞ：横11x縦19cm
材質：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布
ﾚｰﾖﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
参考上代 280円

Ag+ ウエットふきん15枚
ｹｰｽ入数：30入
規格ｻｲｽﾞ：200x300mm
商品ｻｲｽﾞ：幅19x高2.5x奥11cm
材質：ﾚｰﾖﾝ不織布
参考上代 300円

Ag+ ウエットふきんミニ5枚
ｹｰｽ入数：100入
規格ｻｲｽﾞ：200x200mm
商品ｻｲｽﾞ：幅15x高1x奥11cm
材質：ﾚｰﾖﾝ不織布
参考上代 150円

除菌トイレクリーナー24P
ｹｰｽ入数：25入
規格ｻｲｽﾞ：160x250mm
商品ｻｲｽﾞ：幅18x高3.5x奥9cm
材質：ﾊﾟﾙﾌﾟ
参考上代：180円

除菌キッチンクリーナー24P
ｹｰｽ入数：25入
規格ｻｲｽﾞ：160x250mm
商品ｻｲｽﾞ：幅18x高3.5x奥9cm
材質：ﾊﾟﾙﾌﾟ
参考上代：180円
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除菌名人リビング用20Ｐ
ｹｰｽ入数：30入
規格ｻｲｽﾞ：300x200mm
商品ｻｲｽﾞ：幅20x奥11cm
材質：ﾚｰﾖﾝ、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
参考上代 260円

冷却クールティッシュ10Ｐ
ｹｰｽ入数：100入
規格ｻｲｽﾞ：150x200mm
商品ｻｲｽﾞ：幅14x奥8cm
材質：ﾚｰﾖﾝ、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
参考上代 100円

おでかけウェットティッシュ10P 災害用ボディウエットタオル６P 防災用ウエットティッシュ20P
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ママグローブ2P
ｹｰｽ入数：500入
商品ｻｲｽﾞ：横15.5x縦19.5cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：65円
汚れ仕事や水仕事に最適
汚れ匂いが手に付かず便利

ママグローブ10P
ｹｰｽ入数：100入
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅22x高3x奥8.5cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：200円
汚れ仕事や水仕事に最適
汚れ匂いが手に付かず便利

抗菌ママグローブ10P
ｹｰｽ入数：100入
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅31x高5x奥5cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：230円
安心の抗菌加工
汚れ仕事や水仕事に最適
汚れ匂いが手に付かず便利

くるっとパック小3個
油汚れお掃除クロス10P
ｹｰｽ入数：60入
ｹｰｽ入数：180入
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅10.5x高8x奥10.5cm 規格ｻｲｽﾞ：130x170mm
材質：飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂
商品ｻｲｽﾞ：横14x縦22cm
参考上代：300円
材質：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
ﾋﾟｸﾆｯｸやﾚｼﾞｬｰに
参考上代：220円
密封性が高いから汁物も安心
水だけで落とせる
中身が見えるｸﾘｱﾀｲﾌﾟ
資源再利用商品

カイロぬくっこ
各ｻｲｽﾞ・入数
ございます
張るﾀｲﾌﾟもあります

瞬間冷却ﾊﾟｯｸ ひえっﾍﾟ
ｹｰｽ入数：120入
規格ｻｲｽﾞ：110x175mm
商品ｻｲｽﾞ：横18x縦11cm
材質：硝酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ
参考上代：140円
車の眠気覚ましに！
発熱・歯痛に

マスク各種
いろいろあります
お問い合わせ下さい

ｸﾘｰﾝﾊｲﾈｯﾄ排水口用50P
ｹｰｽ入数：80入
規格ｻｲｽﾞ：180x250mm
商品ｻｲｽﾞ：横22x縦31cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：200円
水切れのよいﾈｯﾄ構造
使いやすいUSEｼﾘｰｽﾞ

超吸水拭き取りクロス2P
ｹｰｽ入数：200入
規格ｻｲｽﾞ：380x400mm
商品ｻｲｽﾞ：横15.5x縦23cm
材質：ﾚｰﾖﾝ100％
参考上代：200円
ｿﾌﾄで使いやすいｸﾛｽ
天然素材ﾚｰﾖﾝ100％

ﾘｻｲｸﾙ水切り排水口用5P
ｹｰｽ入数：300入
規格ｻｲｽﾞ：235x260mm
商品ｻｲｽﾞ：横17.5ｘ縦16cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ約40％
再生ﾍﾟｯﾄ約60％
参考上代：120円
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ再生利用でｴｺﾛｼﾞｰ

ﾘｻｲｸﾙ水切り三角ｺｰﾅｰ用5P
ｹｰｽ入数：300入
規格ｻｲｽﾞ：310x270mm
商品ｻｲｽﾞ：横14x縦14cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ約40％
再生ﾍﾟｯﾄ約60％
参考上代：120円
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ再生利用でｴｺﾛｼﾞｰ

ミラクルパック
ｹｰｽ入数：250入
規格ｻｲｽﾞ：310x270mm
商品ｻｲｽﾞ：横13x縦27cm
材質：ｱﾙﾐ（保温・保冷用ﾊﾟｯｸ）
参考上代：180円
夏はｸｰﾙに、冬にはﾎｯﾄに。

レジャーシート
各ｻｲｽﾞ取り扱っております
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
行楽の必需品

ゆかいな動物遠足シート
ｹｰｽ入数：100入
規格ｻｲｽﾞ：600x800mm
商品ｻｲｽﾞ：横17x縦25cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：220円
遠足・ｷｬﾝﾌﾟなどのお供に
座り心地満点

レジャークッション
ｹｰｽ入数：300入
規格ｻｲｽﾞ：465x470mm
商品ｻｲｽﾞ：横13.7x縦25cm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：180円
ﾚｼﾞｬｰのお供に
ｽﾄﾛｰで簡易ｴｱｸｯｼｮﾝ

洋服タンスの除湿シート
ｹｰｽ入数：240入
規格ｻｲｽﾞ：120ｘ320mm
商品ｻｲｽﾞ：横14x縦20cm
材質：ｼﾘｶｹﾞﾙ
参考上代：200円
天日で簡単に再生
お知らせｻｲﾝ付

衣類ケースの除湿シート2P
ｹｰｽ入数：240入
規格ｻｲｽﾞ：120ｘ320mm・2P
商品ｻｲｽﾞ：横14x縦20cm
材質：ｼﾘｶｹﾞﾙ
参考上代：200円
天日で簡単に再生
お知らせｻｲﾝ付

スウィートバス（入浴料）
規格ｻｲｽﾞ：20ｇx2包
商品ｻｲｽﾞ：横16x縦13cm
ｹｰｽ入数：200入
参考上代：200円
ﾊﾞｽﾀｲﾑにﾁｮｺﾚｰﾄとﾜｲﾝ
の香り

ポリ巾着・袋 各種
各ｻｲｽﾞ、ｵﾘｼﾞﾅﾙ印刷
お問い合わせください

軍手各種
用途・ｻｲｽﾞに合わせて色いろ

各種 特注品デザインポリ

油ポイ10個入り
ｷｯﾁﾝ水切ﾈｯﾄ排水口用5P
ｹｰｽ入数：50入
ｹｰｽ入数：300入
吸収量：1個当たり約120ｍｌ
規格ｻｲｽﾞ：180x250mm
商品ｻｲｽﾞ：幅16x高14ｘ奥8cm
商品ｻｲｽﾞ：横12x縦20cm
材質：ｺｯﾄﾝ・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ・ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代：180円
参考上代：100円
コットンの端材を利用したエコ商品 すばやく水切り
つかみやすい2つ折りタイプ
ﾗﾍﾞﾙ入りで価格ﾐｰﾄ
5

6

各仕様、ｵﾘｼﾞﾅﾙ印刷
お問い合わせください

抗菌NO1ペアーセット
ｹｰｽ入数：300入
商品ｻｲｽﾞ：幅14x高11x奥3.6cm
材質：ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ、不織布
参考上代：180円
ｿﾌﾄとﾊｰﾄﾞのお得なｾｯﾄ

カラフルクリーナー4P
ｹｰｽ入数：300入
商品ｻｲｽﾞ：80ｘ120ｘ60mm
参考上代：200円
使い分け可能なｶﾗｰｱｿｰﾄ
洗剤を使わずにｴｺ

ピカ王NEWレギュラー
ｹｰｽ入数：360入
商品ｻｲｽﾞ：120x75x32mm
材質：ﾒﾗﾐﾝﾌｫｰﾑ
参考上代：150円
水だけでみがける
ﾐﾗｸﾙ素材

超お得メラミンスポンジ
ネピアBOXティッシュ150W5P
ｹｰｽ入数：60入
ｹｰｽ入数：12入
商品ｻｲｽﾞ：幅12.5ｘ高21.5ｘ奥8.5cm商品ｻｲｽﾞ：227ｘ225x116mm
材質：ﾒﾗﾐﾝﾌｫｰﾑ
材質：ﾊﾟﾙﾌﾟ、ﾌﾚｯｼｭﾊﾟﾙﾌﾟ100%
参考上代：300円

キッチンハードスポンジ5P

キッチンソフトスポンジ5P

ｹｰｽ入数：120入
商品ｻｲｽﾞ：190ｘ105ｘ90mm
材質：ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
不織布
参考上代：200円
磨きと洗いが使い分けられる
両用ﾀｲﾌﾟ

ｹｰｽ入数：120入
商品ｻｲｽﾞ：190ｘ105ｘ90mm
材質：ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
不織布
参考上代：200円
傷つけにくいｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ

ピカ王レギュラーDX
ｹｰｽ入数：240入
商品ｻｲｽﾞ：88x154x32mm
材質：ﾒﾗﾐﾝﾌｫｰﾑ
参考上代：200円
水だけでみがける
ﾐﾗｸﾙ素材

ピカ王ミニ
ｹｰｽ入数：200入
商品ｻｲｽﾞ：15ｘ70ｘ110mm
材質：ﾒﾗﾐﾝﾌｫｰﾑ
参考上代：100円
水だけで汚れが落ちる
軽くて便利に使えるｻｲｽﾞ
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泡エースソフト
ｹｰｽ入数：240入
商品ｻｲｽﾞ：60ｘ165ｘ35mm
材質：ﾅｲﾛﾝ不織布
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
参考上代 160円

泡エースハード
ｹｰｽ入数：240入
商品ｻｲｽﾞ：60ｘ165ｘ35mm
材質：ﾅｲﾛﾝ不織布
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
参考上代 160円

泡エースネット
ｹｰｽ入数：240入
商品ｻｲｽﾞ：70ｘ170ｘ25mm
材質：ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
参考上代 160円

キッチンネット5P
ｹｰｽ入数：180入
商品ｻｲｽﾞ：150ｘ100ｘ75mm
材質：ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
参考上代 200円
泡立ちが良いﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ

キッチン洗剤フォーレ
ｹｰｽ入数：24入
正味量：250ｍｌ
参考上代：200円
油汚れ・匂いすっきり！
ｵﾚﾝｼﾞとﾗｲﾑの香り！

Wスポンジソフト
ｹｰｽ入数：200入
商品ｻｲｽﾞ：20ｘ70ｘ110mm
材質：ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布
参考上代 100円
傷つけにくくｿﾌﾄに洗える

Wスポンジハード
ｹｰｽ入数：200入
商品ｻｲｽﾞ：20ｘ70ｘ110mm
材質：ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布
参考上代 100円
頑固な汚れもしっかり洗える

スポンジクリーナー
ｹｰｽ入数：200入
商品ｻｲｽﾞ：20ｘ70ｘ110mm
材質：ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布
参考上代 100円
たっぷり泡立ち水切れすっきり

ミラクルスポンジ2P
ｹｰｽ入数：200入
規格ｻｲｽﾞ：30ｘ70ｘ50mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：105ｘ75ｘ35mm
材質：ﾒﾗﾐﾝ樹脂
箱は別注対応いたします
水だけで洗浄抜群

ピカ王Jrレギュラー
ｹｰｽ入数：360入
商品ｻｲｽﾞ：70ｘ120ｘ30mm
材質：ﾒﾗﾐﾝﾌｫｰﾑ
参考上代：140円
水だけでみがける
ﾐﾗｸﾙ素材

アクリル毛糸キッチンスポンジ
ｹｰｽ入数：360入
商品ｻｲｽﾞ：85ｘ155ｘ25mm
材質：ｱｸﾘﾙ、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
参考上代 150円
ｱｸﾘﾙ毛糸のﾊﾟﾜｰで油汚れや
ぬめりをしっかり落とせる

チョコッとキッチン3個組み
ｹｰｽ入数：240入
商品ｻｲｽﾞ：185x35x120mm
内容：ｽﾎﾟﾝｼﾞ、ｽﾃﾝﾚｽたわし
ﾊﾟｰﾑたわし
参考上代 200円
邪魔にならないちびｻｲｽﾞ
一人暮らしに最適

ﾊﾟﾜｰﾈｯﾄﾊﾞｽｽﾎﾟﾝｼﾞ
ｹｰｽ入数：360入
商品ｻｲｽﾞ：80ｘ160ｘ50
材質：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
参考上代 200円
ｱﾙﾐ蒸着ﾈｯﾄがきずをつけない
収納には便利なひも付き

浴槽洗いバスネットクリーナー
ｹｰｽ入数：240入
商品ｻｲｽﾞ：100ｘ195ｘ60mm
材質：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
参考上代 200円
すっきり洗える
丈夫なﾈｯﾄ使用

ｹｰｽ入数：48入
商品ｻｲｽﾞ：125ｘ220ｘ15mm
材質：ﾊﾟﾙﾌﾟ、ﾌﾚｯｼｭﾊﾟﾙﾌﾟ100%
ダブル保湿のうるおいティッシュ
外装正面にポケット付
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ネットスポンジ1Ｐ
ｹｰｽ入数：360入
商品ｻｲｽﾞ：80x20x155mm
材質：ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
参考上代 100円

ネットスポンジ2P
ｹｰｽ入数：300入
商品ｻｲｽﾞ：40ｘ160ｘ80mm
材質：ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
参考上代 180円
食器・ｺｯﾌﾟなど用途色々

不織布ふきん１枚
ｹｰｽ入数：200入
商品ｻｲｽﾞ：120ｘ200mm
材質：ﾚｰﾖﾝ
参考上代 100円

ﾌﾘｰｻﾞｰﾊﾟｯｸおふくろ物語5P
ｹｰｽ入数：300入
規格ｻｲｽﾞ：0.04ｘ170ｘ240mm
商品ｻｲｽﾞ：145ｘ185mm
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代 100円
強力ｼﾞｯﾊﾟｰ付き
食品の保存に最適

クリーナーセットＡ
ｹｰｽ入数：200入
化粧箱ｻｲｽﾞ：45ｘ150ｘ110mm
内容：不織布ｽﾎﾟﾝｼﾞ
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙｽﾎﾟﾝｼﾞ
参考上代 210円

クリーナーセットB
ｹｰｽ入数：100入
化粧箱ｻｲｽﾞ：45ｘ225ｘ114mm
内容：不織布ｽﾎﾟﾝｼﾞ
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙｽﾎﾟﾝｼﾞ
ﾃｰﾌﾞﾙふきん
参考上代 250円

クリーナーセットC
ｹｰｽ入数：200入
化粧箱ｻｲｽﾞ：45ｘ150ｘ110mm
内容：不織布ｽﾎﾟﾝｼﾞ
ﾒﾗﾐﾝｽﾎﾟﾝｼﾞ
参考上代 300円

キッチン4点セット
ｹｰｽ60入
化粧箱ｻｲｽﾞ：45ｘ180ｘ180mm
内容：不織布ｽﾎﾟﾝｼﾞ
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙｽﾎﾟﾝｼﾞ
ﾃｰﾌﾞﾙふきん
水切りﾈｯﾄ排水口5P
参考上代 300円

バイオグリーンキッチンパックM30P

ｹｰｽ入数：50入
規格ｻｲｽﾞ：0.01ｘ250ｘ350mm
化粧箱ｻｲｽﾞ：幅22x高5x奥8cm
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代 200円

バイオグリーンポリ袋45L10P
ｹｰｽ入数：60入
規格ｻｲｽﾞ：0.015ｘ650ｘ800mm
商品ｻｲｽﾞ：230ｘ380mm
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代 120円

バイオグリーンポリ袋45L5P
ｹｰｽ入数：200入
規格ｻｲｽﾞ：0.015ｘ650ｘ800mm
商品ｻｲｽﾞ：150×215mm
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
参考上代 100円

バイオグリーン2点セット
ｹｰｽ入数：40入
化粧箱ｻｲｽﾞ：130ｘ240ｘ50mm
ﾊﾞｲｵｸﾞﾘｰﾝﾎﾟﾘ袋45L10P
参考上代 380円

デイリーセットＡ
ｹｰｽ入数：30入
化粧箱ｻｲｽﾞ：130ｘ318ｘ50mm
内容：ﾎﾟﾘﾗｯﾌﾟ30×20ｍ
ｽﾄｯｸﾊﾞｯｸﾞL7P
参考上代 500円

デイリーセットＢ
ｹｰｽ入数：20入
化粧箱ｻｲｽﾞ：52ｘ180ｘ320mm
内容：ﾎﾟﾘﾗｯﾌﾟ30×20m
ｴﾝﾎﾞｽｷｯﾁﾝﾊﾟｯｸ50P
ﾋﾟｶ王ＮＥＷﾚｷﾞｭﾗｰﾞ
ｽﾗｲﾀﾞｰ式ｼﾞｯﾊﾟｰﾊﾞｯｸﾞM5P
参考上代 900円

デイリーセットＣ
ｹｰｽ入数：20入
化粧箱ｻｲｽﾞ：52ｘ320ｘ165mm
内容：ｽﾗｲﾀﾞｰＬ7Ｐ、ﾊﾆｰｽﾎﾟﾝｼﾞ
不織布ふきん、ｷｯﾁﾝﾊﾟｯｸＳ30P
参考上代 1,000円

デイリーセットＤ
ｹｰｽ入数：12入
化粧箱ｻｲｽﾞ：52ｘ245ｘ320mm
内容：ﾎﾟﾘﾗｯﾌﾟ30X20m、ｻﾝﾎｲﾙ25x8m
ﾊﾆｰｽﾎﾟﾝｼﾞ、ｷｯﾁﾝﾊﾟｯｸ30P
ﾌｫｰﾚ250ｍｌ、ﾋﾟｶ王NEWﾚｷﾞｭﾗｰ
参考上代 1,500円

持ち帰り用キッチン3点セットA
ｹｰｽ入数：30入
商品ｻｲｽﾞ：180x50x320mm

持ち帰り用キッチン3点セットB
ｹｰｽ入数：30入
商品ｻｲｽﾞ：180x50x320mm

持ち帰り用キッチン4点ｾｯﾄC
ｹｰｽ入数：30入
商品ｻｲｽﾞ：200x45x320mm

持ち帰り用台所4点セットD
ｹｰｽ入数：30入
商品ｻｲｽﾞ：220x40x320mm

USE GIFT Ａ
ｹｰｽ入数：40入
化粧箱ｻｲｽﾞ：130ｘ240ｘ50mm

USE GIFT B
ｹｰｽ入数：40入
化粧箱ｻｲｽﾞ：130ｘ240ｘ50mm

USE GIFT C
ｹｰｽ入数：40入
化粧箱ｻｲｽﾞ：130ｘ240ｘ50mm

USE GIFT D
ｹｰｽ入数：40入
化粧箱ｻｲｽﾞ：130ｘ240ｘ50mm

内容：ｽﾄｯｸﾊﾞｯｸﾞM7P

内容：ｽﾄｯｸﾊﾞｯｸﾞM7P

内容：ｽﾄｯｸﾊﾞｯｸﾞM7P

内容：ﾏﾏｸﾞﾛｰﾌﾞ10P

内容：ｴﾝﾎﾞｽｷｯﾁﾝﾊﾟｯｸ50P

内容：ｴﾝﾎﾞｽｷｯﾁﾝﾊﾟｯｸ50P

内容：ｴﾝﾎﾞｽｷｯﾁﾝﾊﾟｯｸ50P

内容：ｽﾄｯｸﾊﾞｯｸﾞM7P

ｽﾗｲﾀﾞｰ式ｼﾞｯﾊﾟｰﾊﾞｯｸﾞ5P
ﾊﾞｲｵｸﾞﾘｰﾝｷｯﾁﾝﾊﾟｯｸ30P
参考上代 480円

ﾎﾟﾘﾗｯﾌﾟ22ｘ20ｍ
ﾊﾞｲｵｸﾞﾘｰﾝｷｯﾁﾝﾊﾟｯｸ30P
参考上代 550円

ﾎﾟﾘﾗｯﾌﾟ22ｘ20ｍ
ｽﾗｲﾀﾞｰ式ｼﾞｯﾊﾟｰﾊﾞｯｸﾞ5P
ｻﾝﾎｲﾙ25ｘ8ｍ
参考上代 800円

ﾋﾟｶ王NEWﾚｷﾞｭﾗｰ
抗菌NO1ﾍﾟｱｰｾｯﾄ
ｷｯﾁﾝ水切りﾈｯﾄ5P
参考上代 600円

ｽﾄｯｸﾊﾞｯｸﾞ7P
参考上代 380円

ﾌﾘｰｻﾞｰﾊﾞｯｸﾞM5P
参考上代 400円

ﾎﾟﾘﾗｯﾌﾟ22ｘ20ｍ
参考上代 480円

ﾎﾟﾘﾗｯﾌﾟ22ｘ20ｍ
不織布ふきん3枚入
参考上代 580円
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内容：ﾊﾞｲｵｸﾞﾘｰﾝｷｯﾁﾝﾊﾟｯｸM30P
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