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キッチン用洗剤・漂白剤

キュキュット本体 240ｍｌ 花王

販売価格（税込） ¥170
（本体） ¥155

注文コード： 870750 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.1,053

ＪＡＮコード：4901301288417 販売単位：１本

濃密泡でパッと洗えてキュッと実感！●内容量[mL]：240●種別：本体

キッチン用洗剤・漂白剤

キュキュット詰替用 1380ml 花王

販売価格（税込） ¥763
（本体） ¥694

注文コード： 870748 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.1,053

ＪＡＮコード：4901301288448 販売単位：１本

濃密泡でパッと洗えてキュッと実感！●内容量[mL]：1380●種別：詰め替え用

カタログ非掲載

アタック3X 本体 880g 花王

販売価格（税込） ¥379
（本体） ¥345

注文コード： 765363 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ非掲載

ＪＡＮコード：4901301381811 販売単位：１本

抗菌※も消臭も洗浄も、これ1本で一気に解決！※すべての菌を抑えるわけではありません。●内容
量：880g●種別：本体●液体タイプ●衣料用洗剤●洗濯用洗剤

カタログ非掲載

アタック3X 詰替用 1800g 花王

販売価格（税込） ¥674
（本体） ¥613

注文コード： 765365 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ非掲載

ＪＡＮコード：4901301381859 販売単位：１袋

抗菌※も消臭も洗浄も、これ1本で一気に解決！※すべての菌を抑えるわけではありません。●内容
量：1.8kg●種別：詰め替え用●液体タイプ●衣料用洗剤●洗濯用洗剤

カタログ非掲載

ワイドハイター本体 1000ml 花王

販売価格（税込） ¥247
（本体） ¥225

注文コード： 881697 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ非掲載

ＪＡＮコード：4901301010575 販売単位：１本

色柄ものにもおすすめな酸素系漂白剤の液体タイプ。●内容量[mL]：1000●内容量：１０００ｍｌ●種
別：本体●仕様：液体タイプ
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カタログ非掲載

ワイドハイター詰替用 720ml 花王

販売価格（税込） ¥163
（本体） ¥149

注文コード： 236819 本体価格（税込） オープン

品番：745910

カタログ非掲載

ＪＡＮコード：4901301745910 販売単位：１袋

色柄ものにもおすすめな酸素系漂白剤の液体タイプ。●内容量[mL]：720●内容量：７２０ｍｌ●種別：
詰め替え用●仕様：液体タイプ

カタログ非掲載

メリットシャンプー本体480ｍｌ 花王

販売価格（税込） ¥805
（本体） ¥732

注文コード： 865983 本体価格（税込） オープン

品番：286673

カタログ非掲載

ＪＡＮコード：4901301350268 販売単位：１本

リンス配合のシャンプー。●種別：本体●内容量[mL]：480

介護用品

メリットコンディショナー 480ｍｌ 花王

販売価格（税込） ¥765
（本体） ¥696

注文コード： 761581 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ非掲載

ＪＡＮコード：4901301350329 販売単位：１本

洗う時も、その後も、1日「気持ちいい」が続く。髪・地肌を健やかに保ちます。●内容量：480mL●医
薬部外品：対象●種別：コンディショナー本体

保健室用品

プリーツマスク学童サイズ 65枚 アイリスオーヤマ

販売価格（税込） ¥762
（本体） ¥693

注文コード： 126889 本体価格（税込） オープン

品番：PN-NV65G

カタログ P.1,081

ＪＡＮコード：4967576542395 販売単位：１箱

花粉・ウイルス飛沫などを99％カットする3層構造のプリーツマスク。●ノーズフィット：有●サイズ：学童用●色：ホワイト●1枚寸法：約縦
80×横135ｍｍ●耳かけ部：丸ゴム●仕様：3層・ダブルΩ（オメガ）プリーツ型・個別包装無●材質：本体・フィルター＝ポリプロピレン、
ノーズフィッター＝ポリエチレン、耳ひも＝ポリウレタン、ポリエステル●原産国：中国製●捕集効率：BFE＝99％、PFE＝99％、VFE= 
99％●用途：花粉・ほこり・ウイルス・飛沫・PM2.5など●全国マスク工業会マーク：有●入数：65枚

保健室用品

プリーツマスク小さめサイズ 65枚 アイリスオーヤマ

販売価格（税込） ¥762
（本体） ¥693

注文コード： 126890 本体価格（税込） オープン

品番：PN-NV65S

カタログ P.1,081

ＪＡＮコード：4967576540162 販売単位：１箱

花粉・ウイルス飛沫などを99％カットする3層構造のプリーツマスク。●ノーズフィット：有●サイズ：小さめ●色：ホワイト●1枚寸法：約縦
90×横145ｍｍ●耳かけ部：丸ゴム●仕様：3層・ダブルΩ（オメガ）プリーツ型・個別包装無●材質：本体・フィルター＝ポリプロピレン、
ノーズフィッター＝ポリエチレン、耳ひも＝ポリウレタン、ポリエステル●原産国：中国製●捕集効率：BFE＝99％、PFE＝99％、VFE= 
99％●花粉・ほこり・ウイルス・飛沫・PM2.5など●全国マスク工業会マーク：有●入数：65枚
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カタログ非掲載

プリーツマスクふつうサイズ 65枚 アイリスオーヤマ

販売価格（税込） ¥762
（本体） ¥693

注文コード： 126891 本体価格（税込） オープン

品番：PN-NV65L

カタログ非掲載

ＪＡＮコード：4967576540155 販売単位：１箱

花粉・ウイルス飛沫などを99％カットする3層構造のプリーツマスク。●ノーズフィット：有●サイズ：ふつう●色：ホワイト●1枚寸法：約縦
90×横175ｍｍ●耳かけ部：丸ゴム●仕様：3層・ダブルΩ（オメガ）プリーツ型・個別包装無●材質：本体・フィルター＝ポリプロピレン、
ノーズフィッター＝ポリエチレン、耳ひも＝ポリウレタン、ポリエステル●原産国：中国製●捕集効率：BFE＝99％、PFE＝99％、VFE= 
99％●花粉・ほこり・ウイルス・飛沫・PM2.5など●全国マスク工業会マーク：有●入数：65枚

ハンドソープ（泡タイプ）

キレイキレイ薬用泡ハンドソープ 250mL ライオン

販売価格（税込） ¥313
（本体） ¥285

注文コード： 237966 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.1,059

ＪＡＮコード：4903301176848 販売単位：１本

殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とします。●種別：本体●内容量：250
ｍL●医薬部外品

ハンドソープ（泡タイプ）

キレイキレイ薬用泡ハンドソープ詰替 200mL ライオン

販売価格（税込） ¥251
（本体） ¥229

注文コード： 237952 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.1,059

ＪＡＮコード：4903301176855 販売単位：１袋

殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とします。●種別：詰替用●内容量：
200ｍL●医薬部外品

カタログ非掲載

歯ブラシ(ビトイーン/コンパクト/ふつう) エスコ

販売価格（税込） ¥189
（本体） ¥172

注文コード： EF6734 本体価格（税込） ¥231

品番：EA109DZ-27

カタログ非掲載

ＪＡＮコード：4550061503553 販売単位：１本

●全長…230mm●材質…柄：ポリプロピレンラバー部：EPDM、ポリプロピレン毛：ナイロン●毛の硬さ…ふつう●重量(g)…15●小さい

山切りカットの毛先が細かい歯間や小さいくぼみにまで入り込み、歯垢をしっかり除去します。●ハンドル色多数あります。(色指定不
可)●参考在庫数・商品詳細・サイズ情報は下記ＵＲＬからもご確認いただけます。

歯磨き指導

ポージィベビー歯ブラシ 6本組 ファイン

販売価格（税込） ¥338
（本体） ¥308

注文コード： 769555 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.1,084

ＪＡＮコード：4976858211096 販売単位：１セット

1～3才用ベビー歯ブラシ6本組です。●全長：145ｍｍ●色：ブルー・イエロー・ピンク・オレンジ・グ
リーン・ホワイト●毛のかたさ：やわらかめ●耐熱温度[℃]：80℃●仕様：６本入●材質：歯ブラシ柄＝
ポリプロピレン、歯ブラシ毛＝ナイロン●1～3歳用●個包装入り●入数：6本
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歯磨き指導

クリニカＫｉｄｓハブラシ３-５才用 ライオン

販売価格（税込） ¥184
（本体） ¥168

注文コード： 724365 本体価格（税込） オープン

品番：4903301252283

カタログ P.1,084

ＪＡＮコード：4903301252283 販売単位：１個

●サイズ／幅１５×厚１４×長１３０ｍｍ●材質／柄の材質 本体：ポリプロピレン、ラバー部：ＳＢＣ、ポ
リプロピレン、毛の材質：ナイロン●耐熱温度／８０度●３～５才用●色／ピンク・イエロー・ブルー（色
はお選びいただけません。）

歯磨き指導

クリニカＫｉｄｓハブラシ６-１２才用 ライオン

販売価格（税込） ¥184
（本体） ¥168

注文コード： 724366 本体価格（税込） オープン

品番：4903301252290

カタログ P.1,084

ＪＡＮコード：4903301252290 販売単位：１個

●サイズ／幅１４×厚１３×長１６０ｍｍ●材質／柄の材質 本体：ポリアセタール、ラバー部：ＳＢＣ、
ＴＰＣ、毛の材質：ナイロン●耐熱温度／８０度●６～１２才用●色／ブルー・ピンク（色はお選びいた
だけません。）

歯磨き指導

デンタークリアMAXスペアミントスタンド ライオン

販売価格（税込） ¥187
（本体） ¥170

注文コード： 857503 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.1,084

ＪＡＮコード：4903301186441 販売単位：１個

クリーニング顆粒配合で奥歯の汚れもスッキリ。●内容量[g]：140●成分：ミクロスクラブクレンジング
成分配合●医薬部外品：対象●仕様：ミクロスクラブクレンジング成分配合

カタログ非掲載

130g 歯磨き粉(クリニカマイルド ミント) エスコ

販売価格（税込） ¥379
（本体） ¥345

注文コード： EF8930 本体価格（税込） ¥462

品番：EA922KR-101

カタログ非掲載

ＪＡＮコード：4550061503430 販売単位：１個

●内容量…130g●香味…マイルドミント●独自の「高密着フッ素処方」でエナメル質の修復を促進し、

虫歯の発生と進行を防ぎます。●参考在庫数・商品詳細・サイズ情報は下記ＵＲＬからもご確認いた
だけます。

トイレットペーパー

トイレットペーパーE シングル12個 N105J スマートバリュー

販売価格（税込） ¥312
（本体） ¥284

注文コード： 365343 本体価格（税込） オープン

品番：N105J

カタログ P.1,025

ＪＡＮコード：4547345028277 販売単位：１パック

エコノミートイレットペーパーのシングルタイプ。●１パック入数：１２ロール●タイプ：シングル●芯：有
●外寸（幅）［ｍｍ］：１０７●長［ｍ］：６０●芯径［ｍｍ］：３８●ミシン目：有●材質：古紙パルプ配合率１
００％●タイプ：シングル６０ｍ●エンボス加工：有
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トイレットペーパー

トイレットペーパーE ダブル12個 N041J スマートバリュー

販売価格（税込） ¥312
（本体） ¥284

注文コード： 354164 本体価格（税込） オープン

品番：N041J

カタログ P.1,025

ＪＡＮコード：4547345022589 販売単位：１パック

エコノミートイレットペーパーのダブルタイプ。●１パック入数：１２ロール●タイプ：ダブル●芯：有●
外寸（幅）［ｍｍ］：１０７●長［ｍ］：３０●芯径［ｍｍ］：３８●ミシン目：有●材質：古紙パルプ配合率１０
０％●タイプ：ダブル３０ｍ●エンボス加工：有

ティッシュペーパー

クリネックスティシュー 5箱 日本製紙クレシア

販売価格（税込） ¥364
（本体） ¥331

注文コード： 197428 本体価格（税込） オープン

品番：0

カタログ P.1,029

ＪＡＮコード：4901750404659 販売単位：１パック

上質のやさしさと質感がアップ。●1箱入数：180組（360枚）●材質：パルプ●1箱サイズ：幅238×奥
110×高63.6mm

生理用品

ソフィボディフィット羽つき 22コ入 ユニ・チャーム

販売価格（税込） ¥179
（本体） ¥163

注文コード： 892667 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.1,072

ＪＡＮコード：4903111382576 販売単位：１パック

●1ﾊﾟｯｸ入数：22個●全長[mm]：210●仕様：羽つき■生理用ナプキン

調理器具・食器

b_岩谷カセットガス 250g 3本組 岩谷産業

販売価格（税込） ¥861
（本体） ¥783

注文コード： 745502 本体価格（税込） オープン

品番：CB-250-OR

カタログ非掲載

ＪＡＮコード：2147345293914 販売単位：１パック

●入数／２５０ｇ×３本

キッチン雑貨

サランラップレギュラー 30cm×50M 旭化成ホームプロダクツ

販売価格（税込） ¥445
（本体） ¥405

注文コード： 259640 本体価格（税込） ¥814

品番：

カタログ P.1,044

ＪＡＮコード：4901670110180 販売単位：１本

たっぷり使える50m巻の ロングタイプ。●幅規格：レギュラー幅30cm●シート寸法（幅）[cm]*：30●
シート寸法（長）[m]*：50●材質：ポリ塩化ビニリデン●レギュラー幅
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キッチン雑貨

ジップロックフリーザーバッグM 45枚 旭化成ホームプロダクツ

販売価格（税込） ¥629
（本体） ¥572

注文コード： 127766 本体価格（税込） ¥990

品番：

カタログ P.1,044

ＪＡＮコード：4901670115673 販売単位：１箱

スムーズな開閉性と高い密閉性！●外形寸法（厚）[mm]：0.06●サイズ：横177mm×縦189mm（ジッ
パー部より下）●耐熱温度[℃]：100●耐冷温度[℃]：-70●規格：M●材質：ポリエチレン●原産国：タ
イ●入数：45枚

キッチン雑貨

ジップロックフリーザーバッグ L 30枚 旭化成ホームプロダクツ

販売価格（税込） ¥629
（本体） ¥572

注文コード： 127767 本体価格（税込） ¥990

品番：

カタログ P.1,044

ＪＡＮコード：4901670115666 販売単位：１箱

スムーズな開閉性と高い密閉性！●外形寸法（厚）[mm]：0.06●サイズ：横268mm×縦273mm（ジッ
パー部より下）●耐熱温度[℃]：100●耐冷温度[℃]：-70●規格：L●材質：ポリエチレン●原産国：タ
イ●入数：30枚

キッチン雑貨

ジップロックコンテナーアソート7個 旭化成ホームプロダクツ

販売価格（税込） ¥1,097
（本体） ¥998

注文コード： 126692 本体価格（税込） ¥1,540

品番：

カタログ P.1,040

ＪＡＮコード：4901670112009 販売単位：１セット

異なるサイズもぴったり積み重ねて保存できます。●耐熱温度[℃]：140●耐冷温度[℃]：-20●色：容器：半透明、フタ：ブルー●セット
内容：正方形130ml（縦80×横80×高53mm）×2個、長方形300ml（縦80×横156×高53mm）×1個、長方形510ml（縦80×横156×高
83mm）×1個、正方形700ml（縦156×横156×高53mm）×1個、正方形1100ml（縦156×横156×高83mm）×1個、長方形1900ml（縦
156×横235×高83mm）×1個●食品衛生法適合：有●材質：ポリプロピレン●原産国：韓国●注意事項：オーブン、グリル、オーブン
トースター、直火には使用しないでください。食品が熱いままフタをしないでください。変形の恐れがあります。液体のものを入れた場合、
横にしないでください。液体が漏れるおそれがあります。●入数：7個

カタログ非掲載

700ml密閉容器ジップロックコンテナ2個 エスコ

販売価格（税込） ¥499
（本体） ¥454

注文コード： E47582 本体価格（税込） ¥627

品番：EA508TK-56

カタログ非掲載

ＪＡＮコード：4548745524949 販売単位：１セット

●材質：ポリプロピレン●ふたは、はめ込み式●ふたの中央を押すとパチンと閉まります。●容量：７０
０ｍｌ●サイズ：１５６（Ｗ）×１５６（Ｄ）×５３（Ｈ）ｍｍ●入数：２個●参考在庫数・商品詳細・サイズ情報
は下記ＵＲＬからもご確認いただけます。

科目別ノート

スクールキッズさんすう 6マス SL106 アピカ

販売価格（税込） ¥117
（本体） ¥107

注文コード： 705321 本体価格（税込） ¥209

品番：SL106

カタログ P.389

ＪＡＮコード：4970090320080 販売単位：１冊

●内容／２２ｍｍマス●規格／セミＢ５（学用３号）●寸法／２５２×１７９ｍｍ●製本／糸綴じ●枚数
／３０枚●白色度／７１％

６



科目別ノート

スクールキッズさんすう 7マス SL107 アピカ

販売価格（税込） ¥117
（本体） ¥107

注文コード： 724198 本体価格（税込） ¥209

品番：SL107

カタログ P.389

ＪＡＮコード：4970090320196 販売単位：１冊

●内容／１８ｍｍマス●型番／ＳＬ１０７●規格／セミＢ５（学用３号）●寸法／２５２×１７９ｍｍ●製本
／糸綴じ●枚数／３０枚●白色度／７１％

科目別ノート

スクールキッズさんすう 14マス SL114 アピカ

販売価格（税込） ¥117
（本体） ¥107

注文コード： 725456 本体価格（税込） ¥209

品番：SL114

カタログ P.389

ＪＡＮコード：4970090320257 販売単位：１冊

●種別／さんすう１４マス●マス数／１０×１４●マス内容／１５ｍｍマス●対応学年／１～３年●規格
／セミＢ５●寸法／２５２×１７９ｍｍ●枚数／３０枚●白色度／７０％●製本／糸綴じ●型番／ＳＬ１１
４

科目別ノート

スクールキッズさんすう 17マス SL117 アピカ

販売価格（税込） ¥117
（本体） ¥107

注文コード： 705322 本体価格（税込） ¥209

品番：SL117

カタログ P.389

ＪＡＮコード：4970090320097 販売単位：１冊

●内容／１２ｍｍマス●規格／セミＢ５（学用３号）●寸法／２５２×１７９ｍｍ●製本／糸綴じ●枚数
／３０枚●白色度／７１％

科目別ノート

スクールキッズこくご 8マス SL308R アピカ

販売価格（税込） ¥117
（本体） ¥107

注文コード： 705323 本体価格（税込） ¥209

品番：SL308R

カタログ P.390

ＪＡＮコード：4970090320103 販売単位：１冊

●内容／２６ｍｍマス●規格／セミＢ５（学用３号）●寸法／２５２×１７９ｍｍ●製本／糸綴じ●枚数
／３０枚●白色度７１％

科目別ノート

スクールキッズこくご 10マス SL310R アピカ

販売価格（税込） ¥117
（本体） ¥107

注文コード： 724193 本体価格（税込） ¥209

品番：SL310R

カタログ P.390

ＪＡＮコード：4970090320202 販売単位：１冊

●型番／ＳＬ３１０Ｒ●内容／２２ｍｍマス●規格／セミＢ５（学用３号）●寸法／２５２×１７９ｍｍ●製
本／糸綴じ●枚数／３０枚●白色度７１％

７



科目別ノート

スクールキッズこくご 12マス SL312R アピカ

販売価格（税込） ¥117
（本体） ¥107

注文コード： 725457 本体価格（税込） ¥209

品番：SL312R

カタログ P.390

ＪＡＮコード：4970090320264 販売単位：１冊

●種別／こくご１２マス（リーダー入）●罫内容／１８ｍｍマス●マス数／１２×８●対応学年／１・２年
●規格／セミＢ５●寸法／２５２×１７９ｍｍ●枚数／３０枚●白色度／７０％●製本／糸綴じ●型番
／ＳＬ３１２Ｒ

科目別ノート

スクールキッズこくご 15マス SL315R アピカ

販売価格（税込） ¥117
（本体） ¥107

注文コード： 725458 本体価格（税込） ¥209

品番：SL315R

カタログ P.390

ＪＡＮコード：4970090320271 販売単位：１冊

●種別／こくご１５マス（リーダー入）●罫内容／１５ｍｍマス●マス数／１５×１０●対応学年／２・３
年●規格／セミＢ５●寸法／２５２×１７９ｍｍ●枚数／３０枚●白色度／７０％●製本／糸綴じ●型
番／ＳＬ３１５Ｒ

科目別ノート

スクールキッズこくご 18マス SL318R アピカ

販売価格（税込） ¥117
（本体） ¥107

注文コード： 725459 本体価格（税込） ¥209

品番：SL318R

カタログ P.390

ＪＡＮコード：4970090320288 販売単位：１冊

●種別／こくご１８マス（リーダー入）●罫内容／１２ｍｍマス●マス数／１８×１２●対応学年／２～４
年●規格／セミＢ５●寸法／２５２×１７９ｍｍ●枚数／３０枚●白色度／７０％●製本／糸綴じ●型
番／ＳＬ３１８Ｒ

科目別ノート

スクールキッズ国語 12行 SL412R アピカ

販売価格（税込） ¥117
（本体） ¥107

注文コード： 705324 本体価格（税込） ¥209

品番：SL412R

カタログ P.390

ＪＡＮコード：4970090320110 販売単位：１冊

●内容／１２ｍｍタテ罫●規格／セミＢ５（学用３号）●寸法／２５２×１７９ｍｍ●製本／糸綴じ●枚数
／３０枚●白色度７１％

科目別ノート

スクールキッズ国語 15行 SL415R アピカ

販売価格（税込） ¥117
（本体） ¥107

注文コード： 705325 本体価格（税込） ¥209

品番：SL415R

カタログ P.390

ＪＡＮコード：4970090320127 販売単位：１冊

●内容／１０ｍｍタテ罫●規格／セミＢ５（学用３号）●寸法／２５２×１７９ｍｍ●製本／糸綴じ●枚数
／３０枚●白色度７１％

８



科目別ノート

スクールキッズ自由帳 SL740 アピカ

販売価格（税込） ¥117
（本体） ¥107

注文コード： 709365 本体価格（税込） ¥209

品番：SL740

カタログ P.403

ＪＡＮコード：4970090320134 販売単位：１冊

●規格／セミＢ５（学用３号）●寸法／２５２×１７９ｍｍ●製本／糸綴じ●枚数／３０枚●白色度／７
１％

その他ノート

ムーミン学習帳自由帳 LU740 アピカ

販売価格（税込） ¥134
（本体） ¥122

注文コード： 757109 本体価格（税込） ¥220

品番：LU740

カタログ P.403

ＪＡＮコード：4970090810277 販売単位：１冊

ムーミンのイラスト柄の連絡帳です。●種別／じゆうちょう 無地●対応学年／1 ～ 4 年●規格／セミ
B5●寸法／ 252×179mm●枚数／ 30枚●製本／糸綴じ

科目別ノート

スクールキッズれんらく タテ9行 SM945 アピカ

販売価格（税込） ¥104
（本体） ¥95

注文コード： 716149 本体価格（税込） ¥176

品番：SM945

カタログ P.405

ＪＡＮコード：4970090320189 販売単位：１冊

●タテ９行（１２．５ｍｍ）●型番／ＳＭ９４５●規格／Ａ５（学用１号）●寸法／２１０×１４８ｍｍ●枚数
／３０枚●白色度／７１％●製本／糸綴じ

その他ノート

ムーミン学習帳れんらく タテ10行 LU944 アピカ

販売価格（税込） ¥134
（本体） ¥122

注文コード： 757104 本体価格（税込） ¥220

品番：LU944

カタログ P.405

ＪＡＮコード：4970090810222 販売単位：１冊

ムーミンのイラスト柄の連絡帳です。●種別／れんらくちょう タテ10 行●罫内容／10mm ヨコ罫●対
応学年／1 ～3 年●寸法／252×179mm●枚数／ 30枚●製本／糸綴じ

方眼罫ノート

ムーミンセクション 5mm方眼 MLS10-LB アピカ

販売価格（税込） ¥115
（本体） ¥105

注文コード： 867333 本体価格（税込） ¥209

品番：MLS10-LB

カタログ P.379

ＪＡＮコード：4970090314928 販売単位：１冊

●規格／セミＢ５（学用３号）●寸法／２５２×１７９ｍｍ●枚数／３０枚●方眼／５ｍｍ（１０ｍｍ実線
入）●マス目／１５×２２マス●白色度／７１％●製本／糸綴じ※科目シール付●出荷／包装単位：
１／１０／１２０

９



方眼罫ノート

ムーミンセクション 5mm方眼 MLS10-PK アピカ

販売価格（税込） ¥115
（本体） ¥105

注文コード： 867336 本体価格（税込） ¥209

品番：MLS10-PK

カタログ P.379

ＪＡＮコード：4970090314959 販売単位：１冊

●規格／セミＢ５（学用３号）●寸法／２５２×１７９ｍｍ●枚数／３０枚●方眼／５ｍｍ（１０ｍｍ実線
入）●マス目／１５×２２マス●白色度／７１％●製本／糸綴じ※科目シール付●出荷／包装単位：
１／１０／１２０

方眼罫ノート

ムーミンセクション 5mm方眼 MLS10-YE アピカ

販売価格（税込） ¥115
（本体） ¥105

注文コード： 867334 本体価格（税込） ¥209

品番：MLS10-YE

カタログ P.379

ＪＡＮコード：4970090314935 販売単位：１冊

●規格／セミＢ５（学用３号）●寸法／２５２×１７９ｍｍ●枚数／３０枚●方眼／５ｍｍ（１０ｍｍ実線
入）●マス目／１５×２２マス●白色度／７１％●製本／糸綴じ※科目シール付●出荷／包装単位：
１／１０／１２０

方眼罫ノート

ジャポニカセクション 5mm方眼 JS-5G ショウワノート

販売価格（税込） ¥129
（本体） ¥118

注文コード： 226425 本体価格（税込） ¥209

品番：00205301

カタログ P.380

ＪＡＮコード：4901772020530 販売単位：１冊

●型番／ＪＳ－５Ｇ●規格／セミＢ５●寸法／２５２×１７９ｍｍ●５ｍｍ方眼（リーダー入）●枚数／３０
枚●製本／糸綴じ●科目シール付き●白色度／７０％●ベルマーク参加商品

方眼罫ノート

ジャポニカセクション 5mm方眼 JS-5V ショウワノート

販売価格（税込） ¥129
（本体） ¥118

注文コード： 226426 本体価格（税込） ¥209

品番：00205201

カタログ P.380

ＪＡＮコード：4901772020523 販売単位：１冊

●型番／ＪＳ－５Ｖ●規格／セミＢ５●寸法／２５２×１７９ｍｍ●５ｍｍ方眼（リーダー入）●枚数／３０
枚●製本／糸綴じ●科目シール付き●白色度／７０％●ベルマーク参加商品

方眼罫ノート

ジャポニカセクション 5mm方眼 JS-5F ショウワノート

販売価格（税込） ¥129
（本体） ¥118

注文コード： 866901 本体価格（税込） ¥209

品番：002051101

カタログ P.380

ＪＡＮコード：4901772020622 販売単位：１冊

●型番／ＪＳ－５Ｆ●規格／セミＢ５●寸法／２５２×１７９ｍｍ●５ｍｍ方眼（リーダー入）●枚数／３０
枚●製本／糸綴じ●科目シール付き●白色度／７０％●ベルマーク参加商品
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ノート・レポート用紙

Tree s B5 Pメモリ A罫30枚ピンク 日本ノート

販売価格（税込） ¥82
（本体） ¥75

注文コード： 121391 本体価格（税込） ¥187

品番：UTRP3AP

カタログ P.933

ＪＡＮコード：4901470068261 販売単位：１冊

プラスメモリ罫。行の中心に置かれた「＋（プラス）」、横線に置かれた「m e m o r i （メモリ）」、上下に走る「点線」からなる罫線。プラス
（ ＋ ）とメモリ（ | ）が中高生の「文字を書く」「作図する」、「まとめる」をサポートします。どの教科においても使いやすい罫線です。●外
形寸法（横）[mm]：179●外形寸法（縦）[mm]：252●枚数：30枚●罫内容：B罫6mm35行●中紙坪量：70g/㎡●中紙寸法（厚）[μm]：
90●綴じ仕様：無線綴じ●色：ピンク●規格：B罫

ノート・レポート用紙

Tree s B5 Pメモリ A罫30枚レッド 日本ノート

販売価格（税込） ¥82
（本体） ¥75

注文コード： 121392 本体価格（税込） ¥187

品番：UTRP3AR

カタログ P.933

ＪＡＮコード：4901470068278 販売単位：１冊

プラスメモリ罫。行の中心に置かれた「＋（プラス）」、横線に置かれた「m e m o r i （メモリ）」、上下に走る「点線」からなる罫線。プラス
（ ＋ ）とメモリ（ | ）が中高生の「文字を書く」「作図する」、「まとめる」をサポートします。どの教科においても使いやすい罫線です。●外
形寸法（横）[mm]：179●外形寸法（縦）[mm]：252●枚数：30枚●罫内容：B罫6mm35行●中紙坪量：70g/㎡●中紙寸法（厚）[μm]：
90●綴じ仕様：無線綴じ●色：レッド●規格：B罫

ノート・レポート用紙

Tree s B5 Pメモリ A罫30枚イエロー 日本ノート

販売価格（税込） ¥82
（本体） ¥75

注文コード： 121393 本体価格（税込） ¥187

品番：UTRP3AY

カタログ P.933

ＪＡＮコード：4901470068285 販売単位：１冊

プラスメモリ罫。行の中心に置かれた「＋（プラス）」、横線に置かれた「m e m o r i （メモリ）」、上下に走る「点線」からなる罫線。プラス
（ ＋ ）とメモリ（ | ）が中高生の「文字を書く」「作図する」、「まとめる」をサポートします。どの教科においても使いやすい罫線です。●外
形寸法（横）[mm]：179●外形寸法（縦）[mm]：252●枚数：30枚●罫内容：B罫6mm35行●中紙坪量：70g/㎡●中紙寸法（厚）[μm]：
90●綴じ仕様：無線綴じ●色：イエロー●規格：B罫

鉛筆

鉛筆ユニパレットK5050HB ブルー12本入 三菱鉛筆

販売価格（税込） ¥424
（本体） ¥386

注文コード： 743921 本体価格（税込） ¥660

品番：K5050HB

カタログ P.827

ＪＡＮコード：4902778127544 販売単位：１箱

あきのこないシンプルなデザイン。彩ゆたかなカラーからお選びいただけます。●商品種別／ＨＢ●
軸色／ブルー●１箱入数／１２本●軸３色／各４本入●６角軸

鉛筆

鉛筆ユニパレットK5051HB ピンク 12本入 三菱鉛筆

販売価格（税込） ¥424
（本体） ¥386

注文コード： 743918 本体価格（税込） ¥660

品番：K5051HB

カタログ P.827

ＪＡＮコード：4902778127551 販売単位：１箱

あきのこないシンプルなデザイン。彩ゆたかなカラーからお選びいただけます。●商品種別／ＨＢ●
軸色／ピンク●１箱入数／１２本●軸３色／各４本入●６角軸
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鉛筆

鉛筆ユニパレットK5560B ブルー 12本入 三菱鉛筆

販売価格（税込） ¥424
（本体） ¥386

注文コード： 743922 本体価格（税込） ¥660

品番：K5560B

カタログ P.827

ＪＡＮコード：4902778127629 販売単位：１箱

あきのこないシンプルなデザイン。彩ゆたかなカラーからお選びいただけます。●商品種別／Ｂ●軸
色／ブルー●１箱入数／１２本●軸３色／各４本入●６角軸

鉛筆

鉛筆ユニパレットK5561B ピンク 12本入 三菱鉛筆

販売価格（税込） ¥424
（本体） ¥386

注文コード： 743919 本体価格（税込） ¥660

品番：K5561B

カタログ P.827

ＪＡＮコード：4902778127667 販売単位：１箱

鉛筆 5561ピンク B 12本入●入数：12本

鉛筆

エコ鉛筆木物語 LA-KEA HB トンボ鉛筆

販売価格（税込） ¥317
（本体） ¥289

注文コード： 533875 本体価格（税込） ¥528

品番：LA-KEAHB

カタログ P.826

ＪＡＮコード：4901991013337 販売単位：１箱

端材を活かして１本の鉛筆に！芯にはリサイクル黒鉛を使用。●硬度：HB●軸形状：6角軸●入数：
12本

鉛筆

エコ鉛筆木物語 LA-KEA B トンボ鉛筆

販売価格（税込） ¥317
（本体） ¥289

注文コード： 533876 本体価格（税込） ¥528

品番：LA-KEAB

カタログ P.826

ＪＡＮコード：4901991013344 販売単位：１箱

端材を活かして１本の鉛筆に！芯にはリサイクル黒鉛を使用。●硬度：B●軸形状：6角軸●入数：12
本

鉛筆

エコ鉛筆木物語 LA-KEA 2B トンボ鉛筆

販売価格（税込） ¥317
（本体） ¥289

注文コード： 533877 本体価格（税込） ¥528

品番：LA-KEA2B

カタログ P.826

ＪＡＮコード：4901991013351 販売単位：１箱

端材を活かして１本の鉛筆に！芯にはリサイクル黒鉛を使用。●硬度：2B●軸形状：6角軸●入数：
12本
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カタログ非掲載

モノ消しゴム PE-04A トンボ鉛筆

販売価格（税込） ¥61
（本体） ¥56

注文コード： 525385 本体価格（税込） ¥110

品番：PE-04A

カタログ非掲載

ＪＡＮコード：0000049177015 販売単位：１個

消しゴムといえばやっぱりＭＯＮＯ！消しゴムがくい込みにくいため折れにくいＵ字カット採用。●外
形寸法（長）[mm]：55●外形寸法（幅）[mm]：23●外形寸法（厚）[mm]：11●色：白

カタログ非掲載

モノ消しゴム PE-04A 30個 トンボ鉛筆

販売価格（税込） ¥1,754
（本体） ¥1,595

注文コード： 838247 本体価格（税込） オープン

品番：PE-04A

カタログ非掲載

ＪＡＮコード：2147345166577 販売単位：１箱

消しゴムといえばやっぱりＭＯＮＯ！消しゴムがくい込みにくいため折れにくいＵ字カット採用。●外
形寸法（長）[mm]：55●外形寸法（幅）[mm]：23●外形寸法（厚）[mm]：11●色：白●入数：30個●まと
め買い

シャープペン

ドット･イーシャープ AZ125A ブラック ぺんてる

販売価格（税込） ¥66
（本体） ¥60

注文コード： 120192 本体価格（税込） ¥110

品番：AZ125-A

カタログ P.832

ＪＡＮコード：4902506172341 販売単位：１本

残芯３．５ｍｍのエコノミー設計。※次の芯が１本目の芯を押し、残芯を短くする機構のため、２本以
上の芯が必要です。●芯径：0.5mm●本体長[mm]：147●軸寸法（径）[mm]：10●消しゴム：消しゴム
付●軸色：黒

シャープペン

ドット・イーシャープ 5本パック XAZ125-5 ぺんてる

販売価格（税込） ¥323
（本体） ¥294

注文コード： 846608 本体価格（税込） ¥550

品番：XAZ125-5

カタログ P.832

ＪＡＮコード：4902506174659 販売単位：１セット

残芯３．５ｍｍのエコノミー設計。※次の芯が１本目の芯を押し、残芯を短くする機構のため、２本以
上の芯が必要です。●芯径：0.5mm●本体長[mm]：147●軸寸法（径）[mm]：10●消しゴム：消しゴム
付●軸色：5本アソート●セット内容：黒・グリーン・ピンク・スカイブルー・バイオレット各1本

シャープペン

シャープペンクルトガ 0.5mm M54501P.33 三菱鉛筆

販売価格（税込） ¥293
（本体） ¥267

注文コード： 339919 本体価格（税込） ¥495

品番：M54501P.33

カタログ P.831

ＪＡＮコード：4902778028193 販売単位：１本

書くたびに芯が少しずつ回転するのでトガった芯をキープ！円すい状に摩耗していきます。スタン
ダードタイプ。●芯径：0.5mm●本体長[mm]：142.5●軸寸法（径）[mm]：10.7●消しゴム：消しゴム付
●軸色：ブルー
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シャープペン

Ａｉｎ替芯シュタイン C275-HB ぺんてる

販売価格（税込） ¥122
（本体） ¥111

注文コード： 367834 本体価格（税込） ¥220

品番：C275-HB

カタログ P.830

ＪＡＮコード：4902506269249 販売単位：１個

固く折れにくいのになめらかな書き味のシャープ芯。紙面にしっかり定着するから、こすれに強く紙面
を汚しにくくなっています。●芯径：0.5mm●硬度：HB●芯本数：40本●芯長さ[mm]：60

シャープペン

Ain替芯シュタイン C275-B ぺんてる

販売価格（税込） ¥122
（本体） ¥111

注文コード： 367832 本体価格（税込） ¥220

品番：C275-B

カタログ P.830

ＪＡＮコード：4902506269225 販売単位：１個

固く折れにくいのになめらかな書き味のシャープ芯。紙面にしっかり定着するから、こすれに強く紙面
を汚しにくくなっています。●芯径：0.5mm●硬度：B●芯本数：40本●芯長さ[mm]：60

油性ボールペン

ボールペンジムノックKRB-100-BK 黒 ゼブラ

販売価格（税込） ¥63
（本体） ¥58

注文コード： 131011 本体価格（税込） ¥110

品番：KRB-100-BK

カタログ P.810

ＪＡＮコード：4901681286416 販売単位：１本

筆記具の信頼のブランド！ジムノック！●軸色：透明●インク色：黒●本体長[mm]：140.1●軸寸法
（径）[mm]：11.6●替芯：K-0.7芯

油性ボールペン

ボールペンジムノックKRB-100-R 赤 ゼブラ

販売価格（税込） ¥63
（本体） ¥58

注文コード： 131012 本体価格（税込） ¥110

品番：KRB-100-R

カタログ P.810

ＪＡＮコード：4901681286430 販売単位：１本

筆記具の信頼のブランド！ジムノック！●軸色：透明●インク色：赤●本体長[mm]：140.1●軸寸法
（径）[mm]：11.6●替芯：K-0.7芯

油性マーカー

マイネームツイン YKT#49 黒 サクラクレパス

販売価格（税込） ¥104
（本体） ¥95

注文コード： 151943 本体価格（税込） ¥165

品番：YKT#49

カタログ P.798

ＪＡＮコード：4901881180453 販売単位：１本

名前書き用油性マーカーのツイン。１本で細字と極細字が書けます。ブリスターパック仕様。●インク
色：黒●インク種類：油性インク●本体長[mm]：137●軸寸法（径）[mm]：11.0●種別：ツイン
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サインペン

プレイカラーK 6色セットA GCF-611A トンボ鉛筆

販売価格（税込） ¥409
（本体） ¥372

注文コード： 701906 本体価格（税込） ¥660

品番：GCF-611A

カタログ P.803

ＪＡＮコード：4901991060249 販売単位：１個

細かい文字もつぶれない超極細芯と固めで丈夫な太芯のツインタイプ。太細を使い分けて手帳や
ノートをきれいに整理。最大３６色なのでイラストや塗り絵に大活躍！●インク種類：水性染料インク●
本体長[mm]：153●軸寸法（径）[mm]：12●仕様：6色セットＡ

サインペン

サインペン8色セット S520-8 ぺんてる

販売価格（税込） ¥518
（本体） ¥471

注文コード： 848924 本体価格（税込） ¥880

品番：S520-8

カタログ P.803

ＪＡＮコード：4902506227317 販売単位：１セット

水性ペンのベストセラー！サラサラ書けるアクリル繊維のペン先。●インク色：黒・赤・青・緑・橙・黄
色・桃色・空色●インク種類：水性染料インク●本体長[mm]：133●軸寸法（径）[mm]：13●セット品色
数[色]：8

水性顔料マーカー

ポスカ PC1M8C 極細 8色セット 三菱鉛筆

販売価格（税込） ¥1,080
（本体） ¥982

注文コード： 153049 本体価格（税込） ¥1,760

品番：PC1M8C

カタログ P.794

ＪＡＮコード：4902778651704 販売単位：１セット

金属・ガラス・プラスチックにも鮮やかな発色。乾けば耐水性があり、重ね書きもできます！やさしい色
合いのナチュラルカラー！●インク種類：水性顔料インク

スケッチブック

スケッチブック並口画用紙 B4 S120 マルマン

販売価格（税込） ¥259
（本体） ¥236

注文コード： 317134 本体価格（税込） ¥462

品番：S120

カタログ P.31

ＪＡＮコード：4979093000371 販売単位：１冊

●外形寸法（縦）[mm]：352●外形寸法（横）[mm]：255●枚数（1冊あたり）[枚]：並口画用紙24●坪
量：126.5g/㎡●中紙寸法（厚）[μm]：200●質量[g]：360●規格：B4

スケッチブック

おえかきちょう3冊束B4 Y76103 キョクトウ

販売価格（税込） ¥209
（本体） ¥190

注文コード： 704523 本体価格（税込） オープン

品番：Y76103

カタログ P.32

ＪＡＮコード：4901470003576 販売単位：１パック

●規格／Ｂ４●寸法（１冊あたり）／３５０×２５０×５．５ｍｍ●質量（１冊あたり）／２６０ｇ●枚数／４０
枚●白色度／８２％●坪量６０g/㎡、四六判換算／５１．５ｋｇ●天糊綴じクロス巻●型番／Ｙ７６１０３
●入数：3冊
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色画用紙 スケッチブック

天糊イロイロ色画用紙15色27枚入A4 ゴークラ

販売価格（税込） ¥306
（本体） ¥279

注文コード： 742338 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.16

ＪＡＮコード：4905930260479 販売単位：１冊

金・銀・銅が入った「いろがようし帳」●種別／Ａ４●枚数／２７枚●寸法（１枚あたり）／２１０ｘ２９７ｍ
ｍ●紙厚／０．１９ｍｍ●坪量／１２２g/㎡、四六判換算／１０５ｋｇ●色調／金・銀・銅・しろ・さくら・あ
お・みずいろ・みどり・わかくさ・ひまわり・こいクリーム・やまぶき・あか・こいちゃ・くろ

ハサミ

メガサク学童はさみ SK-312-B青 ソニック

販売価格（税込） ¥242
（本体） ¥220

注文コード： 383967 本体価格（税込） ¥440

品番：SK-312-B

カタログ P.963

ＪＡＮコード：4970116035165 販売単位：１本

●食らいつき刃＆メガハンドルで、牛乳パックがサクサク切れる。●対称形状ハンドルで握った力が
しっかり伝わる厚紙が切りやすい。●フッ素コート刃で、のりやテープがべたべた刃につきにくい。●
ハンドルはエラストマー２色成型。指にフィットし、滑りにくい。●食いつき刃で、切り始めが滑らない。

ハサミ

メガサク学童はさみ SK-312-P桃 ソニック

販売価格（税込） ¥242
（本体） ¥220

注文コード： 383968 本体価格（税込） ¥440

品番：SK-312-P

カタログ P.963

ＪＡＮコード：4970116035172 販売単位：１本

●食らいつき刃＆メガハンドルで、牛乳パックがサクサク切れる。●対称形状ハンドルで握った力が
しっかり伝わる厚紙が切りやすい。●フッ素コート刃で、のりやテープがべたべた刃につきにくい。●
ハンドルはエラストマー２色成型。指にフィットし、滑りにくい。●食いつき刃で、切り始めが滑らない。

ハサミ

メガサク学童はさみ左手用 SK-367-Ｙ黄 ソニック

販売価格（税込） ¥242
（本体） ¥220

注文コード： 383972 本体価格（税込） ¥440

品番：SK-367-Y

カタログ P.963

ＪＡＮコード：4970116035219 販売単位：１本

●食らいつき刃＆メガハンドルで、牛乳パックがサクサク切れる。●対称形状ハンドルで握った力が
しっかり伝わる厚紙が切りやすい。●フッ素コート刃で、のりやテープがべたべた刃につきにくい。●
ハンドルはエラストマー２色成型。指にフィットし、滑りにくい。●食いつき刃で、切り始めが滑らない。

液状のり

エコミュアラビック E-NA-150 ヤマト

販売価格（税込） ¥101
（本体） ¥92

注文コード： 461381 本体価格（税込） オープン

品番：E-NA-150

カタログ P.913

ＪＡＮコード：4903076900006 販売単位：１本

液状のり。●のり径[mm]：10●容量[mL]：50●種別：スタンダード
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アソートおりがみ

50色おりがみ 15.0cm 1008 トーヨー

販売価格（税込） ¥134
（本体） ¥122

注文コード： 801987 本体価格（税込） ¥242

品番：

カタログ P.39

ＪＡＮコード：4902031004964 販売単位：１パック

●色数／５０色金銀入り●紙厚／約０．０７ｍｍ●坪量／５６g/㎡、四六判換算／４８．１ｋｇ、（金・銀）
坪量／５７g/㎡、四六判換算／４９ｋｇ●入数：60枚

アソートおりがみ

トミカおりがみ 15cm トーヨー

販売価格（税込） ¥212
（本体） ¥193

注文コード： 371069 本体価格（税込） ¥330

品番：031484

カタログ P.49

ＪＡＮコード：4902031301353 販売単位：１冊

人気のトミカやプラレールがおりがみになりました！●紙厚：0.08mm●坪量：52.3g/㎡●四六判換算
[kg]：45●セット内容：プリントおりがみ 150×150mm5枚、150×75mm4枚、240×240mm１枚、背景
シート、折り方説明書

かわりおりがみ

折紙スイーツコレクションフルーツパーラー ショウワグリム

販売価格（税込） ¥212
（本体） ¥193

注文コード： 100992 本体価格（税込） ¥330

品番：28-3748

カタログ P.49

ＪＡＮコード：4901161037453 販売単位：１パック

リアルなフルーツが5種類作れるおりがみ。●1枚寸法（縦）[mm]：150●1枚寸法（横）[mm]：150●1枚
寸法（厚）[mm]：0.065●坪量：52.3g/㎡●四六判換算[kg]：45●セット内容：プリントおりがみ5柄各2
枚、無地おりがみ3枚、折り図・ままごとシート●枚数：14枚

かわりおりがみ

たのしいきりえあそび 007040 トーヨー

販売価格（税込） ¥145
（本体） ¥132

注文コード： 385524 本体価格（税込） ¥220

品番：007040

カタログ P.45

ＪＡＮコード：4902031304606 販売単位：１パック

●寸法（１枚あたり）／１５×１５ｃｍ●柄数／３０柄×各１枚●入数／３０枚、シール１枚●型番／００７
０４０●出荷／包装単位：１／１０／２４０

かわりおりがみ

ハロウィンおりがみ 414401 トーヨー

販売価格（税込） ¥207
（本体） ¥189

注文コード： 867380 本体価格（税込） ¥330

品番：_

カタログ P.51

ＪＡＮコード：4902031312847 販売単位：１冊

●セット内容：おりがみ（１５×１５ｃｍ）２１枚、おりがみ（１５×３０ｃｍ）６枚、カラーホイル（１５×１５ｃｍ）
２枚、シール（１枚）、折り方冊子２冊（和文、英文各１冊）●坪量：５２．３g/㎡、四六判換算／４５ｋｇ●
型番：４１４４０１
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軽量カラーねんど

ねんどでつくるすいぞくかんマスコット ＡＴ

販売価格（税込） ¥383
（本体） ¥349

注文コード： 101067 本体価格（税込） ¥715

品番：55860

カタログ P.113

ＪＡＮコード：4521718558608 販売単位：１セット

水族館の動物が作れるねんどキット。●セット内容：カラーねんど(白・赤・青・黄)各20g、丸型フェライ
ト穴あき磁石(直径20mm)2個、プラ製ナスカン1個、カラークリップ1個●注意事項：色は指定できませ
ん。

軽量ねんど

軽量樹脂紙ねんどかるがる B263J スマートバリュー

販売価格（税込） ¥167
（本体） ¥152

注文コード： 365304 本体価格（税込） オープン

品番：B263J

カタログ P.103

ＪＡＮコード：4547345027232 販売単位：１個

やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない！●質量：200g●サイズ：縦
100×横170×厚30mm●製造元：株式会社パジコ●材質：微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、
保存料、防カビ剤、水

造形キット

おえかきペン立て 27144 サンワ

販売価格（税込） ¥137
（本体） ¥125

注文コード： 724391 本体価格（税込） ¥209

品番：27144

カタログ P.340

ＪＡＮコード：4538908035177 販売単位：１セット

●寸法／直径８００×高さ１１５ｍｍ●材質／枠：ＰＰ、台紙：ボール紙●型番／２７１４４

造形キット

おえかきまんげきょう サンワ

販売価格（税込） ¥270
（本体） ¥246

注文コード： 755295 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.337

ＪＡＮコード：4538908042298 販売単位：１個

自由に絵を描いて、自分だけのまんげきょうを 作ろう！●完成寸法／直径42×長さ202mm●セット
内容／反射板3 枚、紙筒1本、おえかき用紙1枚、万華鏡用レンズ1枚、模様チップセット1個、キャッ
プ各1個、反射板用シール1枚

造形キット

ボード紙ジグソーパズル 225×175 52381 サンワ

販売価格（税込） ¥273
（本体） ¥249

注文コード： 816045 本体価格（税込） ¥361

品番：52-381

カタログ P.340

ＪＡＮコード：2147345090056 販売単位：１枚

●６３ピース●型番／５２－３８１●厚み／２．５ｍｍ●出荷／包装単位：１
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なわとび

なわとびムク名札入袋入 002-094 桃 銀鳥産業

販売価格（税込） ¥121
（本体） ¥110

注文コード： 818437 本体価格（税込） ¥198

品番：002-094

カタログ P.312

ＪＡＮコード：4973107002078 販売単位：１本

●寸法／ロープ長さ：２．４ｍ、ロープ太さ：４ｍｍ、グリップ長さ：１２ｃｍ、グリップ径：約２０ｍｍ、名札：
縦９０×横１０ｍｍ●質量／７０ｇ●材質／ロープ：ＰＶＣ、柄（透明部）：ＰＶＣ、キャップ（カラー部）：Ｐ
Ｅ●出荷／包装単位：１／２０／２００

なわとび

なわとびムク名札入袋入 002-250 青 銀鳥産業

販売価格（税込） ¥121
（本体） ¥110

注文コード： 818438 本体価格（税込） ¥198

品番：002-250

カタログ P.312

ＪＡＮコード：4973107002979 販売単位：１本

●寸法／ロープ長さ：２．４ｍ、ロープ太さ：４ｍｍ、グリップ長さ：１２ｃｍ、グリップ径：約２０ｍｍ、名札：
縦９０×横１０ｍｍ●質量／７０ｇ●材質／ロープ：ＰＶＣ、柄（透明部）：ＰＶＣ、キャップ（カラー部）：Ｐ
Ｅ●出荷／包装単位：１／２０／２００

おむつ・おしりふき

メリーズ Ｓ 82枚 花王

販売価格（税込） ¥1,771
（本体） ¥1,610

注文コード： 724846 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.440

ＪＡＮコード：4901301230812 販売単位：１パック

独自の３層エア通気設計採用！素肌のさらさら感つづく！●サイズ：S●タイプ：テープタイプ●適応
体重[kg]：4～8●1パック入数：82枚●注意事項：順次パッケージが切替えとなります。

おむつ・おしりふき

メリーズ Ｍ 64枚 花王

販売価格（税込） ¥1,771
（本体） ¥1,610

注文コード： 724847 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.440

ＪＡＮコード：4901301230843 販売単位：１パック

独自の３層エア通気設計採用！素肌のさらさら感つづく！●サイズ：M●タイプ：テープタイプ●適応
体重[kg]：6～11●1パック入数：64枚●注意事項：順次パッケージが切替えとなります。

おむつ・おしりふき

メリーズパンツ Ｓ 62枚 花王

販売価格（税込） ¥1,771
（本体） ¥1,610

注文コード： 724849 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.440

ＪＡＮコード：4901301316073 販売単位：１パック

全面通気性シートとお腹まわりの「空気トンネル」で、おしっこや汗のムレを追い出してお肌さらさら！
●サイズ：S●タイプ：パンツタイプ●適応体重[kg]：4～8●1パック入数：62枚●注意事項：順次パッ
ケージが切替えとなります。
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おむつ・おしりふき

メリーズパンツ Ｍ 58枚 花王

販売価格（税込） ¥1,771
（本体） ¥1,610

注文コード： 724850 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.440

ＪＡＮコード：4901301230591 販売単位：１パック

全面通気性シートとお腹まわりの「空気トンネル」で、おしっこや汗のムレを追い出してお肌さらさら！
●サイズ：M●タイプ：パンツタイプ●適応体重[kg]：6～11●1パック入数：58枚●注意事項：順次パッ
ケージが切替えとなります。

おむつ・おしりふき

メリーズパンツ Ｌ 44枚 花王

販売価格（税込） ¥1,771
（本体） ¥1,610

注文コード： 724852 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.440

ＪＡＮコード：4901301230638 販売単位：１パック

全面通気性シートとお腹まわりの「空気トンネル」で、おしっこや汗のムレを追い出してお肌さらさら！
●サイズ：L●タイプ：パンツタイプ●適応体重[kg]：9～14●1パック入数：44枚●注意事項：順次パッ
ケージが切替えとなります。

おむつ・おしりふき

メリーズパンツ ビッグ38枚 花王

販売価格（税込） ¥1,771
（本体） ¥1,610

注文コード： 724853 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.440

ＪＡＮコード：4901301230676 販売単位：１パック

全面通気性シートとお腹まわりの「空気トンネル」で、おしっこや汗のムレを追い出してお肌さらさら！
●サイズ：ビッグ●タイプ：パンツタイプ●適応体重[kg]：12～22●胴回り[cm]：40～60●1パック入数：
38枚●注意事項：順次パッケージが切替えとなります。

おむつ・おしりふき

ムーニーおしりふき 本体 ユニ・チャーム

販売価格（税込） ¥344
（本体） ¥313

注文コード： 725005 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.439

ＪＡＮコード：4903111236978 販売単位：１個

カシミアタッチのやわらかい素材でできたおしりふき。●シートサイズ：140×200mm●アルコール：無
●香料：無●パラペン配合：無●成分：純水99%（処方液中）●種別：本体（80枚）●入数：80枚

おむつ・おしりふき

ムーニーおしりふき 詰替80枚X3 ユニ・チャーム

販売価格（税込） ¥427
（本体） ¥389

注文コード： 725006 本体価格（税込） オープン

品番：

カタログ P.439

ＪＡＮコード：4903111181070 販売単位：１セット

カシミアタッチのやわらかい素材でできたおしりふき。●シートサイズ：140×200mm●アルコール：無
●香料：無●パラペン配合：無●成分：純水99%（処方液中）●種別：詰替（80枚×3パック）●入数：
240枚
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※本カタログ掲載商品の環境配慮情報は、下記時点の情報に基づいて表示しています。

●グリーン購入法適合商品：２０２１年２月現在の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に基づき２０２１年１
０月１日時点で判断の基準に適合している商品。
●ＧＰＮエコ商品ねっと掲載商品：２０２１年１０月１日更新のＧＰＮエコ商品ねっとに掲載してある商品。

●エコマーク商品：２０２１年１０月１日時点でエコマーク使用契約が有効である商品。


