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ブルー

認定番号：
第2015-421-04号 

開けると感謝の
メッセージが
飛び出します

香り高い
至福の一杯

絹 生姜 茶

グリーン

桃

ポピー

なでしこ

矢車草

ピンク ブルー グリーン

ピンク ブルー

発送単位 300個
 個装形態 紙ケース（115×111×8mm）
 種類 絹・生姜・茶・桃 4種取混ぜ

「ありがとう」入浴剤1包入
33311 - 200 （000080）

ご提供価格 ￥70税
別

発送単位 300個
 個装形態 紙ケース（82×138×2mm）
 種類 なでしこ・ポピー・矢車草 
  3種取混ぜ
 備考 カートン割れ不可

「ありがとう」花の種
33312 - 200 （000040）

ご提供価格 ￥25税
別

発送単位 500個
 商品サイズ 130×200×80mm
 個装形態 透明袋（205×105mm）
 材質 PE

「ありがとう」
新鮮保存ジッパーバッグ2枚入
30432 - 200 （000065）

ご提供価格  ￥38税
別

発送単位 300個
 商品サイズ 200×210mm
 個装形態 透明袋（118×230×8mm）
 材質 パルプ

「ありがとう」
キッチンペーパー10W
31646 - 200 （000100）

ご提供価格  ￥35税
別

発送単位 500個
 個装形態 透明袋（80×110mm）
 材質 パルプ

「ありがとう」
ポケットティッシュ8W
30894BL  - 200　ブルー
30894GE  - 200　グリーン
30894PK - 200　ピンク
 （000020）

ご提供価格  ￥12税
別

発送単位 200個
 個装形態 デザイン袋（65×135mm）
 材質 不織布

「ありがとう」
ミニウェットティッシュ10枚入
30895BL  - 200　ブルー
30895GE  - 200　グリーン
30895PK - 200　ピンク
 （000060）

ご提供価格  ￥32税
別

発送単位 480個
 個装形態 紙ケース（110×85mm）
 材質 綿棒／紙・綿、絆創膏／PVC
 色 グリーン・ピンク・ブルー 
  3色取混ぜ

「ありがとう」
救急ばんそうこう&綿棒セット
31097 - 200 （000150）

ご提供価格  ￥58税
別

箸の柄は多種取り混ぜとなります

発送単位 300個
 商品サイズ 全長／225mm
 個装形態 透明袋
 材質 天然木または竹
 種類 多種取混ぜ

「ありがとう」感謝のお箸
31098 - 200 （000180）

ご提供価格  ￥85税
別

発送単位 240枚
 商品サイズ 220×220mm
 個装形態 透明袋
 材質 綿
 色 グリーン・ピンク・ブルー 
  3色取混ぜ

「ありがとう」
今治タオルハンカチ
31962 - 200 （000500）

ご提供価格 ￥198税
別

発送単位 500枚
 商品サイズ 95×175mm
 個装形態 デザイン袋（190×105×4mm）
 材質 PP・ナイロン

「ありがとう」
かぜ・花粉マスク2枚入
30620 - 200 （000100）

ご提供価格  ￥36税
別

発送単位 500個
 個装形態 デザイン袋（125×100mm）
 備考 内容量／7g、
  賞味期間／製造日より365日、
  日本製、カートン割れ不可

「ありがとう」
ドリップコーヒー1個入
33167 - 200 （000100）

ご提供価格 ※￥38税
別

発送単位 240個
 個装形態 化粧箱（16×114×80mm）
 材質 パルプ
 色 グリーン・ピンク・ブルー 
  3色取混ぜ

「ありがとう」
POPが飛び出る
保湿ティッシュ10W
31963 - 200 （000180）

ご提供価格 ￥95税
別

発送単位 600個
 商品サイズ 150×80×20mm
 個装形態 デザイン袋
 材質 ポリエステル・ポリウレタン
 色 グリーン・ピンク・ブルー 
  3色取混ぜ

「ありがとう」ネットスポンジ
33593 - 200 （000070）

ご提供価格 ￥28税
別

※印刷の都合上、商品の色・素材感が実物と多少異なる場合がございます。 ※写真の中には、商品以外の品が添えられている場合がございます。 

消
耗
品
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発送単位 12セット
 個装形態 化粧箱（195×230×90mm）
 備考 カートン割れ不可

キッチン&ランドリー
バラエティギフト
31283 - 201 （001000）

ご提供価格  ￥780税
別

発送単位 20セット
 個装形態 化粧箱（245×200×63mm）
 備考 カートン割れ不可

ハッピーチョイス6点セット
31282 - 201 （000800）

ご提供価格  ￥598税
別

発送単位 24セット
 個装形態 化粧箱（205×130×120mm）
 備考 カートン割れ不可

快適ライフ応援セット
31281 - 201 （000700）

ご提供価格  ￥498税
別

発送単位 20セット
 個装形態 化粧箱（265×244×99mm）
 備考 カートン割れ不可

快適キッチン3点セット
31280 - 201 （000600）

ご提供価格  ￥458税
別

発送単位 48セット
 個装形態 化粧箱（262×150×46mm）
 備考 カートン割れ不可

保存に便利な4点セット
31285 - 201 （000500）

ご提供価格  ￥348税
別

発送単位 48セット
 個装形態 化粧箱（235×132×70mm）
 備考 カートン割れ不可

ベストセレクト4点セット
31278 - 201 （000360）

ご提供価格  ￥298税
別

発送単位 32セット
 個装形態 化粧箱（210×159×48mm）
 備考 カートン割れ不可

快適ライフスタイル5点セット
31664 - 201 （000500）

ご提供価格 ￥398税
別

発送単位 20セット
 個装形態 化粧箱（225×200×100mm）
 備考 カートン割れ不可

快適生活
プレミアムギフトセット
31284 - 201 （001400）

ご提供価格 ￥1,000税
別

発送単位 20セット
 個装形態 化粧箱（225×200×100mm）
 備考 カートン割れ不可

暮らし快適ギフトセット
33171 - 201 （001200）

ご提供価格 ￥898税
別
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販促
専用品

販促
専用品

販促
専用品

販促
専用品

A4引換券

発送単位 60セット
 個装形態 化粧箱（209×154×39mm）
 備考 カートン割れ不可

キッチンバラエティーセット
29266 - 202 （000360）

ご提供価格  ￥298税
別

発送単位 60セット
 個装形態 化粧箱（136×141×37mm）
 備考 カートン割れ不可

キッチン&ランドリー2点セット
29265 - 202 （000300）

ご提供価格  ￥258税
別

発送単位 80セット
 個装形態 化粧箱（202×134×50mm）
 備考 カートン割れ不可

キッチンで活躍!プチギフトセット
31276 - 202 （000250）

ご提供価格  ￥185税
別

 発送単位 20セット（10入×2カートン）
 個装形態 化粧箱（178×162×58mm）
 備考 カートン割れ不可
※2カートン以上でご注文ください。

キレイキレイギフトセット 
LBH6N
24268 - 202 （000600）

ご提供価格  ￥478税
別

発送単位 24セット（12入×2カートン）
 個装形態 化粧箱（194×135×73mm）
 備考 カートン割れ不可
※2カートン以上でご注文ください。

トップハイジアギフトセット
29481 - 202 （000800）

ご提供価格 ￥700税
別

発送単位 40セット（20入×2カートン）
 個装形態 化粧箱（201×165×51mm）
 備考 カートン割れ不可
※2カートン以上でご注文ください。

ライオン 
キッチンセットLMS-C
33325 - 202 （000530）

ご提供価格 ￥470税
別

発送単位 60セット（20入×3カートン）
 個装形態 化粧箱（197×166×65mm）
 備考 カートン割れ不可
※3カートン以上でご注文ください。 
※受注日より2日以降の出荷となります。

らくらく
キッチン&ランドリーセット
31969 - 202 （001000）

ご提供価格 ￥815税
別

発送単位 60セット
 個装形態 化粧箱（175×123×63mm）
 備考 カートン割れ不可

快適ライフ4点セット
31277 - 202 （000300）

ご提供価格  ￥258税
別

発送単位 36セット（18入×2カートン）
 個装形態 化粧箱（232×158×69mm）
 備考 カートン割れ不可
※2カートン以上でご注文ください。

ファーファ
衣料用液体洗剤ギフトセット
33701 - 202 （000800）

ご提供価格 ¥485税
別

発送単位 20セット（10入×2カートン）
 個装形態 化粧箱（233×151×77mm）
 備考 カートン割れ不可
※2カートン以上でご注文ください。

トップナノックスギフトセット
33722 - 202 （000920）

ご提供価格 ¥858税
別

販促
専用品

発送単位 20セット（10入×2カートン）
 個装形態 化粧箱（209×159×76mm）
 備考 カートン割れ不可
※2カートン以上でご注文ください。

トップナノックス
クリーンギフトセット
33675 - 202 （001000）

ご提供価格 ¥925税
別

※印刷の都合上、商品の色・素材感が実物と多少異なる場合がございます。 ※写真の中には、商品以外の品が添えられている場合がございます。 

消
耗
品
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OR

PK

JO

AP

販促
専用品

販促
専用品

販促
専用品

販促
専用品

販促
専用品

販促
専用品

販促
専用品

販促
専用品

※掲載商品以外でも取り扱いできます。

ライオンの商品は
専用便でのお届けとなります。

・右記①～③の配達は致しかねますのでご了承ください。  ①個人宅・改装中の店舗　②時間指定　③土・日・祝日
・配達先の不在により納品日に配達できない場合は、キャンセル扱いとなり送料有償となります。再配達の場合は新たな発注をいただくことになります。
・商品の受け渡しは指定先建物の1階入り口とし、上階や地下への配達は致しかねます。

販促
専用品

販促
専用品

ORJO

SH

SMJL

アルコール

ノンアルコール

販促
専用品

 カートン入数 24個
 個装形態 化粧箱（193×50×50mm）
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ2カートン以上でご注文ください。

チャーミーマジカ220ｍｌ 箱入
29375JO - 203　除菌プラス
29375OR  - 203　酵素+オレンジの香り
 （000290）

ご提供価格  ￥207税
別

ご提供価格  ￥125税
別

 カートン入数 24個
 商品サイズ 188×64×48mm
 個装形態 化粧箱（190×65×49mm）
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ2カートン以上でご注文ください。

27665 - 203 箱入 （000180）

チャーミーグリーン260ml

ご提供価格  ￥158税
別

27666 - 203 箱なし （000130）

 カートン入数 24個
 商品サイズ 190×49×49mm
 個装形態 無包装
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ2カートン以上でご注文ください。

チャーミーマジカ220ｍｌ
29376JL  - 203　除菌プラスレモンピール
29376JO - 203　除菌プラス
29376AP - 203　酵素+グリーンアップルの香り
29376OR - 203　酵素+オレンジの香り
29376PK - 203　酵素+ピンクベリーの香り
29376SH - 203　速乾ナチュラルハーブ
29376SM - 203　速乾クリアミント
 （000230）

ご提供価格  ￥171税
別

 カートン入数 100個
 個装形態 化粧箱（103×71×35mm）
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ2カートン以上でご注文ください。

部屋干しトップ30g×3
19683 - 203 （000080）

ご提供価格  ￥65税
別

 商品サイズ 151×80×68mm
 個装形態 化粧箱（154×80×69mm）
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ2カートン以上でご注文ください。

カートン入数  15個

カートン入数  20個

30500PA - 203 箱入 （000400）

トップ 
スーパーナノックス300g

ご提供価格  ￥368税
別

30500NP - 203 箱なし （000390）
ご提供価格  ￥338税

別

 カートン入数 100個
 個装形態 化粧箱（116×78×16mm）
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ2カートン以上でご注文ください。

トップ スーパーナノックス
ピロー16g×2包
30499 - 203 （000090）

ご提供価格  ￥76税
別

カートン入数  24個
 商品サイズ 171×78×63mm
 個装形態 化粧箱（174×80×65mm）
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ2カートン以上でご注文ください。

33478PA - 203 箱入 （000300）

トップクリアリキッド抗菌
300g

33478NP - 203 箱なし （000250）

ご提供価格 ￥278税
別

ご提供価格 ￥222税
別

 商品サイズ 156×95×64mm
 個装形態 化粧箱（158×95×65mm）
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ2カートン以上でご注文ください。

カートン入数  20個

カートン入数  25個

30486PA - 203 箱入 （000480）

キレイキレイ 
薬用泡ハンドソープ250ml 

ご提供価格  ￥368税
別

30486NP - 203 箱なし （000450）
ご提供価格  ￥335税

別

 カートン入数 100個
 個装形態 デザイン袋（95×150×15mm）
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ2カートン以上でご注文ください。

キレイキレイ
除菌ウェットシート10枚入
31267AC - 203　アルコールタイプ
31267NA - 203　ノンアルコールタイプ
 （000120）

ご提供価格  ￥109税
別

 カートン入数 100個
 個装形態 化粧箱（20×177×50mm）
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ2カートン以上でご注文ください。

リード冷凍も冷蔵も
新鮮保存バッグS3枚入
31662 - 203 （000080）

ご提供価格 ￥54税
別

 カートン入数 200個
 個装形態 化粧箱（20×180×96mm）
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ2カートン以上でご注文ください。

リード
ヘルシークッキングペーパー
小4枚入
31661 - 203 （000070）

ご提供価格 ￥55税
別

 カートン入数 24個
 商品サイズ 224×76×61mm
 個装形態 無包装
 備考 内容量／450g、
  カートン割れ不可
※組み合わせ2カートン以上でご注文ください。

トップクリアリキッド450g
33605 - 203 （000300）

ご提供価格 ￥276税
別

販促
専用品

カートン入数  200個
 個装形態 デザイン袋（180×132×3mm）
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ2カートン以上でご注文ください。

足すっきりシート 
休足時間2枚入
26990 - 203 （000110）

ご提供価格  ￥97税
別

組み合わせ
自由

※カートンごとに送り先を分けることはできません。
合計合計 カートン以上で注文OK!カートン以上で注文OK!2
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※掲載商品以外でも取り扱いできます。

販促
専用品

シトラス

MU

GF

ラベンダーの香り 無香料

完熟ゆずの香り
DR RG

ローズの香り

ＯＲ

フルーツ

マイルド

MS

ORGF

OR

JOBI

FS
LE

LM

RYJY

ラベンダーの香り

森の香り

ゆずの香り

マークのある商品は化粧箱のご用意があります。
化粧箱は別送となりますので送料をご負担いただきます。

化粧箱ご希望により化粧箱をサービス！

暮らしの
さまざまなシーンを

快適に

化粧箱

化粧箱

 発送単位 24個（12入×2カートン）
 商品サイズ 206×94×62mm
 個装形態 無包装
 備考 内容量／300ml、
  カートン割れ不可
※2カートン結束での出荷となります。 
※カートン単位で取り混ぜできます。
※受注日より4日以降の出荷となります。 

キュキュット 
CLEAR泡スプレー
30875GF  - 204　グレープフルーツの香り
30875MU - 204　無香性
30875OR - 204　オレンジの香り
 （000450）

ご提供価格  ￥398税
別

化粧箱
化粧箱

 発送単位 24個（12入×2カートン）
 商品サイズ 159×90×67mm
 個装形態 無包装
 備考 カートン割れ不可
※2カートン結束での出荷となります。 
※カートン単位で取り混ぜできます。
※受注日より4日以降の出荷となります。 

ビオレU泡ハンドソープ250ml
29193FU  - 204　フルーツ
29193MI - 204　マイルド
29193S I  - 204　シトラス
 （000450）

ご提供価格  ￥395税
別

 発送単位 48個（24入×2カートン）
 商品サイズ φ51×186mm
 個装形態 無包装
 備考 内容量／240ml、
  カートン割れ不可
※2カートン結束での出荷となります。 
※カートン単位で取り混ぜできます。
※受注日より4日以降の出荷となります。 

キュキュット
28882GF  - 204　ピンクグレープフルーツ
28882MS  - 204　マスカット
28882OR  - 204　オレンジ
28882JY  - 204　クリア除菌
28882LM - 204　クリア除菌 レモン
28882RY  - 204　クリア除菌 緑茶
 （000230）

ご提供価格  ￥197税
別

発送単位 288個（144入×2カートン）
 個装形態 デザイン袋（130×125mm）
 備考 カートン割れ不可
※2カートン結束での出荷となります。 
※カートン単位で取り混ぜできます。
※受注日より4日以降の出荷となります。

めぐりズム
蒸気でホットアイマスク1枚
33175LA - 204　ラベンダーの香り
33175MU - 204　無香料
33175RS - 204　ローズの香り
33175UZ  - 204　完熟ゆずの香り
 （000100）

ご提供価格 ￥94税
別

 発送単位 160個（80入×2カートン）
 個装形態 化粧箱（103×83×29mm）
 備考 カートン割れ不可
※2カートン結束での出荷となります。 
※受注日より4日以降の出荷となります。

ワンパックアタック
高活性バイオEX 3P
26017 - 204 （000090）

ご提供価格  ￥69税
別

 発送単位 320個（160入×2カートン）
 商品サイズ 17×90×49mm
 個装形態 無包装
 備考 カートン割れ不可
※2カートン結束での出荷となります。 
※カートン単位で取り混ぜできます。
※受注日より4日以降の出荷となります。 

バブ1錠
27239MO - 204　森の香り
27239LA - 204　ラベンダーの香り
27239YU - 204　ゆずの香り
 （000050）

ご提供価格  ￥48税
別

 発送単位 48本（24入×2カートン）
 商品サイズ φ51×169mm
 個装形態 無包装
 備考 カートン割れ不可
※2カートン結束での出荷となります。
（6カートン以上未結束） 
※カートン単位で取り混ぜできます。
※受注日より2日以降の出荷となります。

ジョイコンパクト190ml
31819JO - 204　除菌
31819LE  - 204　除菌スパークリングレモン
31819OR - 204　バレンシアオレンジ
 （000230）

ご提供価格 ￥182税
別

発送単位 12個（6入×2カートン）
 商品サイズ 121×184×94mm
 個装形態 無包装
 備考 カートン割れ不可
※2カートン結束での出荷となります。
　（6カートン以上未結束）
※受注日より2日以降の出荷となります。

アリエール 
パワージェルボール3D
33323 - 204 （000680）

ご提供価格 ￥556税
別

発送単位 30個（15入×2カートン）
 商品サイズ 全長／350mm
 個装形態 透明ケース（246×92×56mm）
 備考 カートン割れ不可
※2カートン結束での出荷となります。
※受注日より4日以降の出荷となります。

クイックルワイパー ハンディ
26023 - 204 （000450）

ご提供価格 ￥378税
別

発送単位 24本（12入×2カートン）
 商品サイズ 210×90×50mm
 個装形態 無包装
 備考 内容量／300ml、
  カートン割れ不可
※2カートン結束での出荷となります。
　（6カートン以上未結束）
※カートン単位で取り混ぜできます。 
※受注日より2日以降の出荷となります。

ジョイミラクルクリーン
泡スプレー
33604B I  - 204　微香タイプ
33604FS - 204　フレッシュシトラス
 （000500）

ご提供価格 ￥406税
別

発送単位 48個（24入×2カートン）
 個装形態 ブリスターパック（176×79×31mm）
 備考 内容量／30ml、
  カートン割れ不可
※2カートン結束での出荷となります。
※受注日より4日以降の出荷となります。

ビオレU手指の消毒液 
携帯用30ml
33723 - 204 （000380）

ご提供価格 ¥350税
別

発送単位 32個（16入×2カートン）
 商品サイズ φ65×219mm
 個装形態 無包装
 備考 カートン割れ不可
※2カートン結束での出荷となります。 
※カートン単位で取り混ぜできます。
※受注日より4日以降の出荷となります。

アタックZERO本体
33724DR - 204　ドラム式専用380g
33724RG - 204　レギュラー400g
 （000500）

ご提供価格 ¥438税
別

 発送単位 100個
 個装形態 化粧箱（77×147×16mm）
※受注日より7日以降の出荷となります。

バブ3錠 箱入
29866 - 204 （000200）

ご提供価格  ￥179税
別

※印刷の都合上、商品の色・素材感が実物と多少異なる場合がございます。 ※写真の中には、商品以外の品が添えられている場合がございます。 

消
耗
品
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販促
専用品

※掲載商品以外でも取り扱いできます。

※カートンごとに送り先を分けることはできません。

ご挨拶シール
＆

名刺ポケット付き

アザラシ

イイズナ

ウサギ

販促
専用品

販促
専用品

販促
専用品

ネピア･エリエールの商品は
専用便でのお届けとなります。

・右記①～③の配達は致しかねますのでご了承ください。  ①個人宅・改装中の店舗　②時間指定　③土・日・祝日
・配達先の不在により納品日に配達できない場合は、キャンセル扱いとなり送料有償となります。再配達の場合は新たな発注をいただくことになります。
・商品の受け渡しは指定先建物の1階入り口とし、上階や地下への配達は致しかねます。

安心安全の無漂白

組み合わせ
自由

※掲載商品以外でも取り扱いできます。

※カートンごとに送り先を分けることはできません。
合計合計 カートン以上で注文OK!カートン以上で注文OK!55

組み合わせ
自由 合計 カートン以上で注文OK!10

販促
専用品

カートン入数  100個
 個装形態 デザイン袋（220×125×20mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※受注日より4日以降の出荷となります。
※組み合わせ10カートン以上でご注文ください。

ネピア 
鼻セレブ ITSUMO+PLUS48W
29978 - 205 （000200）

ご提供価格 ￥128税
別

 カートン入数 24パック
 個装形態 シュリンク包装（228×204×108mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※受注日より3日以降の出荷となります。 
※組み合わせ5カートン以上でご注文ください。

エリエール
トイレットティシュー（ダブル）
4ロール
24116 - 205 （000300）

ご提供価格  ￥207税
別

 カートン入数 24パック
 個装形態 シュリンク包装（230×200×104mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※受注日より3日以降の出荷となります。 
※組み合わせ5カートン以上でご注文ください。

エリエール
超吸収キッチンタオル
（無漂白）2ロール
28290 - 205 （000150）

ご提供価格  ￥122税
別

 カートン入数 24パック
 個装形態 シュリンク包装（228×215×110mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※受注日より3日以降の出荷となります。 
※組み合わせ5カートン以上でご注文ください。

エリエール 
超吸収キッチンタオル2ロール
70カット
31244 - 205 （000200）

ご提供価格  ￥156税
別

カートン入数  6パック
 個装形態 シュリンク包装（342×198×198mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※受注日より3日以降の出荷となります。 
※組み合わせ5カートン以上でご注文ください。

エルフォーレ 
トイレットティシュー（ダブル）
12ロール
33191 - 205 （000560）

ご提供価格 ￥422税
別

 カートン入数 20個
 個装形態 化粧箱（70×243×110mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※受注日より3日以降の出荷となります。 
※組み合わせ5カートン以上でご注文ください。

エリエール
超吸収キッチンタオルボックス
75W
22810 - 205 （000160）

ご提供価格  ￥125税
別

 カートン入数 60個
 個装形態 化粧箱（45×243×110mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※受注日より3日以降の出荷となります。 
※組み合わせ5カートン以上でご注文ください。

エリエール 
贅沢保湿ティシュー90W
25797 - 205 （000180）

ご提供価格  ￥123税
別

カートン入数  60個
 個装形態 化粧箱（53×120×120mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※受注日より4日以降の出荷となります。 
※組み合わせ10カートン以上でご注文ください。

ネピア 
鼻セレブamenity70W
31274 - 205 （000300）

ご提供価格 ￥177税
別

アメニティ

カートン入数  20個
 個装形態 化粧箱（90×248×119mm）
 材質 パルプ
 柄 3柄取混ぜ
 備考 カートン割れ不可
※受注日より4日以降の出荷となります。 
※柄の取混ぜは不均等になります。 
※組み合わせ10カートン以上でご注文ください。

ネピア 
鼻セレブティシュ200W
28283 - 205 （000320）

ご提供価格 ￥256税
別

カートン入数  24パック
 個装形態 シュリンク包装（228×204×102mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※受注日より4日以降の出荷となります。
※組み合わせ10カートン以上でご注文ください。

ネピア 
激吸収キッチンタオル
2ロール
30153 - 205 （000200）

ご提供価格 ￥118税
別

カートン入数 120個
 個装形態 デザイン袋（223×115×5mm）
 材質 PP・PE
 備考 カートン割れ不可
※受注日より4日以降の出荷となります。 
※組み合わせ10カートン以上でご注文ください。

ネピア 鼻セレブマスク2枚入
30897 - 205 （000160）

ご提供価格 ¥132税
別

カートン入数  64パック
 個装形態 デザイン袋（185×132×21mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※受注日より3日以降の出荷となります。 
※組み合わせ5カートン以上でご注文ください。

エリエール+
Waterポケットティシュー
14W4個組
33645 - 205 （000160）

ご提供価格 ¥121税
別
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ありがとう

おめでとう

グリーン

ブルー

ピンク

イエロー

ピンク

ブルー イエロー レッド

パープル

ささやかな気持ち

販促
専用品

スコッティの商品は
専用便でのお届けとなります。

・右記①～③の配達は致しかねますのでご了承ください。  ①個人宅・改装中の店舗　②時間指定　③土・日・祝日
・配達先の不在により納品日に配達できない場合は、キャンセル扱いとなり送料有償となります。再配達の場合は新たな発注をいただくことになります。
・商品の受け渡しは指定先建物の1階入り口とし、上階や地下への配達は致しかねます。

※掲載商品以外でも取り扱いできます。

※カートンごとに送り先を分けることはできません。

組み合わせ自由 カートン以上で注文OK!合計 33

組み合わせ
自由

※カートンごとに送り先を分けることはできません。
合計合計 カートン以上で注文OK!カートン以上で注文OK!10

バラエティ
ティッシュ
バラエティ
ティッシュ

Variety tissueVariety tissue

 カートン入数 100個
 個装形態 化粧箱（34×220×120mm）
 材質 パルプ
 色 4色取混ぜ
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ3カートン以上でご注文ください。

ありがとう
BOXティッシュ40W
31781 - 206 （000110）

ご提供価格 ￥55税
別

発送単位 144パック（48入×3カートン）
 個装形態 シュリンク包装（115×208×104mm）
 材質 再生紙
 備考 カートン割れ不可
※3カートン以上でご注文ください。
※受注日より3日以降の出荷となります。

お花畑の詩
トイレットティッシュ 2ロール
31154 - 206 （000250）

ご提供価格 ￥110税
別

 カートン入数 20パック
 個装形態 シュリンク包装（250×220×115mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ3カートン以上でご注文ください。

シンプルエコティッシュ
100W5個組
33447 - 206 （000500）

ご提供価格 ￥255税
別

 カートン入数 12パック
個装形態 シュリンク包装（230×229×110mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ10カートン以上でご注文ください。

スコッティ 
ティシュー160W5個組
30242 - 206 （000440）

ご提供価格  ￥287税
別

 カートン入数 100個
 商品サイズ φ66×171mm
 個装形態 無包装
 材質 パルプ
 色 5色取混ぜ
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ3カートン以上でご注文ください。

お鼻のおもてなし 
ボトルティッシュ50W
33448 - 206 （000250）

ご提供価格 ￥128税
別

 カートン入数 20パック
 個装形態 シュリンク包装（135×229×110mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ10カートン以上でご注文ください。

スコッティ 
ティッシュ160W3個組
29222 - 206 （000300）

ご提供価格 ￥216税
別

 カートン入数 100個
 個装形態 透明袋（125×250×9mm）
 材質 パルプ
 柄 4柄取混ぜ
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ10カートン以上でご注文ください。

クレシア 
キッチンタオル20枚入
33602 - 206 （000180）

ご提供価格 ￥108税
別

発送単位 48パック（24入×2カートン）
 個装形態 シュリンク包装（228×210×105mm）
 材質 再生紙
 備考 カートン割れ不可
※2カートン以上でご注文ください。
※受注日より2日以降の出荷となります。

エコパルナップ
トイレットロール 4ロール（ダブル）
33600 - 206 （000250）

ご提供価格 ￥138税
別

 カートン入数 32パック
 個装形態 シュリンク包装（150×220×115mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ3カートン以上でご注文ください。

シンプルエコティッシュ
100W3個組
30152 - 206 （000300）

ご提供価格 ￥157税
別

カートン入数　 12パック
 個装形態 シュリンク包装（230×229×110mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ10カートン以上でご注文ください。

スコッティ ティシュー
130W5個組
29221 - 206 （000400）

ご提供価格 ￥277税
別

カートン入数 16パック
 個装形態 シュリンク包装（250×220×115mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ3カートン以上でご注文ください。

ありがとうBOXティッシュ
150W5個組
33498 - 206 （000700）

ご提供価格 ￥360税
別

 カートン入数 10個
 個装形態 化粧箱（108×248×121mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※組み合わせ10カートン以上でご注文ください。

スコッティ 
カシミヤボタニカル220W
33725 - 206 （000320）

ご提供価格 ¥218税
別

発送単位 180個（60入×3カートン）
 個装形態 化粧箱（50×240×115mm）
 材質 再生紙
 備考 カートン割れ不可
※3カートン以上でご注文ください。
※カートン単位で取り混ぜできます。

おもてなしBOXティッシュ
120W
33161AR  - 206　ありがとう
33161OM - 206　おめでとう
33161SS  - 206　ささやかな気持ち
 （000180）

ご提供価格 ¥100税
別

ありがとう おめでとう ささやかな気持ち

発送単位 180個（60入×3カートン）
 商品サイズ φ100×107mm
 個装形態 紙巻
 材質 再生紙
 備考 カートン割れ不可
※3カートン以上でご注文ください。 
※カートン単位で取り混ぜできます。

おもてなし
ロールティッシュ
33162AR  - 206　ありがとう
33162OM - 206　おめでとう
33162SS  - 206　ささやかな気持ち
 （000110）

ご提供価格 ￥68税
別

※印刷の都合上、商品の色・素材感が実物と多少異なる場合がございます。 ※写真の中には、商品以外の品が添えられている場合がございます。 

消
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販促
専用品

販促
専用品

販促
専用品

イエロー ピンク

名刺ポケット付き

花柄プリント

花柄プリント

心ばかりの品ですが 祝感謝のきもち
巻き込みました

書道の基本を大切にしながら独自の
世界観でアレンジし立体感や季節感、
楽しさを表現するクリエイティブ書道家。

書道家
岩科蓮花書道家  岩科蓮花 によるパッケージデザイン

発送単位 500個
 商品サイズ 170×90×8mm
 個装形態 デザイン袋
 材質 ポリエステル
 色 イエロー・ピンク 2色取混ぜ

ナイロンタワシ大判1枚入
29227 - 207 （000040）

ご提供価格  ￥22税
別

 発送単位 600個（200入×3カートン）
 商品サイズ 110×70×15mm
 個装形態 デザイン袋
 材質 メラミンフォーム
 備考 カートン割れ不可
※3カートン以上でご注文ください。

ピカ王 ミニ
30916 - 207 （000100）

ご提供価格  ￥38税
別

 発送単位 180個（60入×3カートン）
 商品サイズ 120×75×29mm
 個装形態 デザイン袋
 材質 メラミンフォーム
 備考 カートン割れ不可
※3カートン以上でご注文ください。

激落ちくん
28470 - 207 （000150）

ご提供価格  ￥105税
別

 発送単位 300個（60入×5カートン）
 個装形態 化粧箱（40×312×40mm）
 備考 カートン割れ不可
※5カートン以上でご注文ください。

ピタッと密着!
食品ラップ30cm×20m
31132 - 207 （000200）

ご提供価格  ￥83税
別

発送単位 120個（60入×2カートン）
 個装形態 化粧箱（42×316×43mm）
 備考 カートン割れ不可
※2カートン結束での出荷となります。
　（10カートン以上未結束）

サランラップ 30cm×10m
21474 - 207 （000200）

ご提供価格 ￥153税
別

発送単位 600個（60入×10カートン）
 個装形態 化粧箱（44×232×44mm）
 備考 カートン割れ不可
※10カートン以上でご注文ください。

NEWクレラップ
22cm×10m 贈答用
25532 - 207 （000200）

ご提供価格 ￥108税
別

発送単位 600個（60入×10カートン）
 個装形態 化粧箱（44×312×44mm）
 備考 カートン割れ不可
※10カートン以上でご注文ください。

NEWクレラップ
30cm×10m 贈答用
25533 - 207 （000220）

ご提供価格 ￥115税
別

 発送単位 250個（50入×5カートン）
 個装形態 化粧箱（46×312×46mm）
 備考 カートン割れ不可
※5カートン以上でご注文ください。

NEWポリラップ
30cm×20m
27688 - 207 （000230）

ご提供価格 ￥90税
別

発送単位 250個（50入×5カートン）
 個装形態 化粧箱（46×235×46mm）
 備考 カートン割れ不可
※5カートン以上でご注文ください。

NEWポリラップ
22cm×20m
28472 - 207 （000200）

ご提供価格 ￥87税
別

発送単位 50個
 個装形態 化粧箱（50×220×80mm）
 材質 PE
 備考 カートン割れ不可

NEWエンボスキッチンパック
Mサイズ50枚
33181 - 207 （000220）

ご提供価格 ￥84税
別

発送単位 100個
 商品サイズ φ97×118mm
 個装形態 紙巻
 材質 再生紙
 備考 カートン割れ不可

ありがとうトイレットロール
26043 - 207 （000120）

ご提供価格  ￥65税
別

発送単位 100個
 商品サイズ φ105×115mm
 個装形態 紙巻
 材質 再生紙
 備考 カートン割れ不可

トイレットロール
29052KA - 207　感謝のきもち
29052KO - 207　心ばかりの品ですが
29052SY - 207　祝
 （000090）

ご提供価格  ￥58税
別

発送単位 180個
 商品サイズ 100×55×40mm
 個装形態 デザイン袋（155×85×45mm）
 材質 本体／コイアファイバー・スチール、
  トレー／PP

はりねずみさんの
タワシ&トレー
33594 - 207 （000195）

ご提供価格 ￥108税
別

発送単位 100個
 個装形態 化粧箱（47×235×47mm）
 材質 PE
 備考 内容量／5枚、
  カートン割れ不可

フリーザーバッグMサイズ5枚
33610 - 207 （000180）

ご提供価格 ￥63税
別

発送単位 120個
 個装形態 デザイン袋（175×90×25mm）
 備考 内容量／120g

OXI WASH
（オキシウォッシュ）
酸素系漂白剤120g
33717 - 207 （000195）

ご提供価格 ¥108税
別

発送単位 80個
 商品サイズ S／280×140×90mm、
  M／350×160×90mm
 個装形態 化粧箱（33×180×92mm）
 材質 PE
 備考 内容量／40枚
  （S：20枚・M：20枚）、
  カートン割れ不可

マルチポリ袋2in1（M&S）
40枚入
30901 - 207 （000150）

ご提供価格 ¥80税
別
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2個
セット

アルコール

ノンアルコール

箱の裏側から
ティッシュを
取り出せます

箱の裏側から
ティッシュを
取り出せます

販促
専用品

FR

無香料グリーンフローラルの
香り

ROFU

電子レンジ・冷蔵庫用

IH・ガスコンロ用

泉州タオル
入り

発送単位 150個（30入×5カートン）
 個装形態 デザイン袋（45×200×105mm）
 材質 不織布
 備考 カートン割れ不可
※5カートン以上でご注文ください。

重曹配合
ウェットティッシュ70枚入
33445 - 208 （000150）

ご提供価格 ￥88税
別

 発送単位 250個（50入×5カートン）
 個装形態 デザイン袋（85×145×30mm）
 材質 不織布
 備考 カートン割れ不可
※5カートン以上でご注文ください。

おでかけウェットミニ30枚入
28240 - 208 （000150）

ご提供価格  ￥48税
別

 発送単位 250個（50入×5カートン）
 個装形態 シュリンク包装（45×145×110mm）
 材質 不織布
 備考 カートン割れ不可
※5カートン以上でご注文ください。

ノンアルコール
除菌BOXウェットティッシュ
50枚入
31815 - 208 （000180）

ご提供価格 ￥98税
別

発送単位 900個（180入×5カートン）
 個装形態 デザイン袋（65×130×15mm）
 材質 不織布
 備考 カートン割れ不可
※5カートン以上でご注文ください。 
※カートン単位で取り混ぜできます。

リファイン
除菌ポケットウェット10枚入
33446AC  - 208　アルコール
33446NA - 208　ノンアルコール
 （000100）

ご提供価格 ￥35税
別

 発送単位 150個（30入×5カートン）
 個装形態 デザイン袋（110×210×35mm）
 材質 不織布
 備考 内容量／20枚、
  カートン割れ不可
※5カートン以上でご注文ください。
※カートン単位で取り混ぜできます。

クリンクルクリーナー
31483DE  - 208　電子レンジ・冷蔵庫用
31483 I H - 208　IH・ガスコンロ用
31483SN - 208　シンク・洗面台用
 （000180）

ご提供価格  ￥88税
別

 発送単位 200個（40入×5カートン）
 商品サイズ φ48×190mm
 個装形態 無包装
 備考 内容量／200ml、
  カートン割れ不可
※5カートン以上でご注文ください。
※カートン単位で取り混ぜできます。

香りのミスト
28646FR  - 208　フローラル&ベリー
28646FU - 208　フルーツパッション
28646RO - 208　ローズスペシャル
 （000200）

ご提供価格  ￥138税
別

 発送単位 144個（48入×3カートン）
 商品サイズ 156×82×65mm
 個装形態 無包装
 備考 カートン割れ不可
※3カートン以上でご注文ください。

アクア
泡ハンドソープ250ml
31095 - 208 （000440）

ご提供価格 ￥130税
別

発送単位 48個（24入×2カートン）
 商品サイズ φ69×230mm
 個装形態 無包装
 備考 カートン割れ不可
※2カートン以上でご注文ください。

ファーファ 
衣料用液体洗剤420ml 無香料
33192 - 208 （000350）

ご提供価格 ￥198税
別

 発送単位 600個（100入×6カートン）
個装形態 デザイン袋（86×144×10mm）
 材質 不織布

ゴールドウェット10枚入
29573 - 208 （000040）

ご提供価格  ￥38税
別

 発送単位 300個（100入×3カートン）
 個装形態 化粧箱（20×220×115mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※3カートン以上でご注文ください。

壱億円ティッシュ30W
29937 - 208 （000100）

ご提供価格  ￥54税
別

 発送単位 150個（50入×3カートン）
 個装形態 化粧箱（60×230×120mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※3カートン以上でご注文ください。

千両箱BOXティッシュ 150W
22026 - 208 （000200）

ご提供価格  ￥98税
別

 発送単位 400個
 個装形態 化粧箱（110×55×18mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可

ミニミニゴールド
BOXティッシュ10W
31824 - 208 （000080）

ご提供価格 ￥39税
別

 発送単位 300個（100入×3カートン）
 個装形態 化粧箱（40×85×243mm）
 材質 パルプ
 備考 カートン割れ不可
※3カートン以上でご注文ください。

ゴールドバーティッシュ30W
21202 - 208 （000150）

ご提供価格 ￥95税
別

発送単位 120個（20入×6カートン）
 個装形態 デザイン袋（105×165×45mm）
 材質 レーヨン・ポリエステル
 備考 カートン割れ不可 
※6カートン結束での出荷となります。

セスキ炭酸ソーダ配合
キッチンクリーナー30枚入
33588 - 208 （000180）

ご提供価格 ￥95税
別

発送単位 100個
 個装形態 ブリスターパック（180×80×35mm）
 備考 内容量／60ml

携帯消臭除菌スプレー
33587GF  - 208　グリーンフローラルの香り
33587MU - 208　無香料
 （000200）

ご提供価格 ￥110税
別

発送単位 150セット
 商品サイズ 45×109×79mm
 個装形態 デザイン袋（45×160×110mm）
 材質 PP
 備考 容量／220ml

金の小分けレンジパック
2個組
33584 - 208 （000170）

ご提供価格 ￥95税
別

発送単位 100枚
 商品サイズ 280×280mm
 個装形態 化粧箱（36×90×250mm）
 材質 綿

金の延べ棒 
泉州産ハンドタオル
33585 - 208 （000500）

ご提供価格 ￥275税
別

シンク・洗面台用

※印刷の都合上、商品の色・素材感が実物と多少異なる場合がございます。 ※写真の中には、商品以外の品が添えられている場合がございます。 

消
耗
品
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2枚
セット

600
x

900mm
700
x

1000mm

容量
250ml

数 量 限 定

こちらに掲載の商品は
数に限りがございます。
お早めにご発注ください。

特選品

発送単位 96枚
 商品サイズ ブランケット／600×900mm、
  収納時／約φ90×240mm
 個装形態 デザイン袋
 材質 ブランケット／ポリエステル、
  バンド／PP（不織布）
 色 ブルー・レッド 2色取混ぜ

スタイルブロック 
バンド付ブランケット
31904 - 209 （000700）

ご提供価格 ￥218税
別

発送単位 48セット
 商品サイズ φ118×21mm
 個装形態 化粧箱（40×120×123mm）
 材質 陶器
 備考 カートン割れ不可

咲楽 はな咲く小皿二枚組
30806 - 209 （000600）

ご提供価格  ￥268税
別

さくら

発送単位 48枚
 商品サイズ φ165×20mm
 個装形態 化粧箱（25×166×168mm）
 材質 陶器
 種類 クマ・シロクマ・トリ・ネコ・
  ブタ・ライオン 6種取混ぜ
 備考 カートン割れ不可

アニマルデプト プレート
31708 - 209 （000500）

ご提供価格 ￥158税
別

発送単位 60枚
 商品サイズ 700×1000mm
 個装形態 透明袋
 材質 ポリエステル
 色 イエロー・ブルー・レッド 
  3色取混ぜ
 備考 並行輸入品

スヌーピー 
あったか3WAYブランケット
31898 - 209 （001100）

ご提供価格 ￥328税
別

発送単位 108組
 商品サイズ レディースフリーサイズ
 個装形態 デザイン袋
 材質 ポリエステル・ポリウレタン
 色 イエロー・オレンジ・ブルー 
  3色取混ぜ

ふわもこスイーツソックス
31920 - 209 （000500）

ご提供価格 ￥148税
別

発送単位 12個
 商品サイズ 120×300×300mm
 個装形態 デザイン袋
 材質 ポリエステル・PP
 色 イエロー・グリーン・レッド 
  3色取混ぜ

クルトチェック 
ハンドウォームクッション
31180 - 209 （001000）

ご提供価格 ￥398税
別

発送単位 60個
 商品サイズ 29×178×92mm
 個装形態 化粧箱（31×180×94mm）
 材質 PVC・PS・紙

デスクトップふせんセット
29704 - 209 （000700）

ご提供価格  ￥198税
別

発送単位 75個
 商品サイズ 400×350mm
 個装形態 透明袋
 材質 ポリウレタン･ポリエステル
 色 グレー･ネイビー･ブラック 
  3色取混ぜ

ラヴィネ 
クラッチ&トートバッグ
31341 - 209 （001000）

ご提供価格 ★￥198税
別

発送単位 40個
 商品サイズ 77×224×143mm
 個装形態 化粧箱（80×225×145mm）
 材質 PP・PS・ステンレス
 色 ピンク・ブルー 2色取混ぜ
 備考 容量／1450ml

保存容器になる
マルチおろし器
30872 - 209 （000600）

ご提供価格  ￥238税
別

発送単位 60個
 商品サイズ 244×70×27mm
 個装形態 化粧箱（33×252×68mm）
 材質 ステンレス・ABS・PP
 色 グリーン・ブルー 2色取混ぜ

サクッとカンタン!
ハサミ包丁
31322 - 209 （000900）

ご提供価格  ★￥248税
別

発送単位 36個
 商品サイズ 本体／φ109×190mm
 個装形態 化粧箱（203×117×112mm）
 材質 PP
 色 イエロー・グリーン・ピンク・
  ブルー 4色取混ぜ
 備考 容量／本体：830ml・
  ディップケース：70ml

シェイクサラダポット
29291 - 209 （000600）

ご提供価格  ￥190税
別

発送単位 24個
 商品サイズ 開き時／40×305×305mm、
  畳み時／80×320×155mm
 個装形態 透明袋
 材質 ポリエステル・PE
 色 ブルー・レッド 2色取混ぜ

ポータブルレジャークッション
30185 - 209 （000800）

ご提供価格  ￥248税
別

発送単位 96個
 商品サイズ φ72×165mm
 個装形態 透明ケース（165×72×72mm）
 材質 AS・PP・PE
 色 オレンジ・グリーン・ブルー 
  3色取混ぜ
 備考 容量／250ml

飲み口3WAY
カラフルタンブラー
31518 - 209 （000600）

ご提供価格  ★￥148税
別

発送単位 18個
 商品サイズ 98×186×82mm
 個装形態 化粧箱（105×194×90mm）
 材質 ABS
 備考 LED3灯式、手動充電式

マルチ充電ライト&ラジオ
（スマホ対応）
30210 - 209 （007500）

ご提供価格  ￥2,480税
別

発送単位 180個
 商品サイズ 56×56×68mm
 個装形態 化粧箱（58×70×58mm）
 材質 PS・紙

4色ふせんテープ
31526 - 209 （000300）

ご提供価格  ￥124税
別

発送単位 360本
 商品サイズ 168×40×63mm
 個装形態 化粧箱（154×54×32mm）
 材質 ABS
 色 オレンジ・グリーン・ブルー 
  3色取混ぜ

スタンディングボールペン
31731 - 209 （000250）

ご提供価格 ￥88税
別

発送単位 480個
 商品サイズ 全長／119mm
 個装形態 透明ケース（20×60×124mm）
 材質 ABS・スチール

ザ・プレミアム スマートハサミ
31209 - 209 （000350）

ご提供価格  ￥148税
別
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