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平ゴム4コールNo.01-001
□入数：(10×60袋)600入
□内容：8M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約25g
　　　　約175×72×5mm

平ゴム6コールNo.01-002
□入数：(10×50袋)500入
□内容：7M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本 
□備考：約27g
　　　　約175×72×5mm

平ゴム8コールNo.01-003
□入数：(10×50袋)500入 
□内容：5M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約27g
　　　　約175×72×5mm

平ゴム10コールNo.01-004
□入数：(10×50袋)500入
□内容：4M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本 
□備考：約27g
　　　　約175×72×5mm

平ゴム12コールNo.01-005
□入数：(10×50袋)500入
□内容：3.5M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約27g
　　　　約175×72×5mm

1本丸ゴム(白)No.01-226
□入数：(10×90袋)900入
□内容：7M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約15g
　　　　約145×60×9mm

1本丸ゴム(黒)No.01-227
□入数：(10×90袋)900入
□内容：7M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約16g
　　　　約145×60×9mm

2本丸ゴム(白)No.01-013
□入数：(10×80袋)800入
□内容：7M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本 
□備考：約22g
　　　　約175×60×5mm

3本丸ゴム(白)No.01-014
□入数：(10×60袋)600入
□内容：6M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本 
□備考：約25g
　　　　約175×60×5mm

4本丸ゴム(白)No.01-016
□入数：(10×60袋)600入
□内容：5.5M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本 
□備考：約26g
　　　　約175×60×5mm

5本丸ゴム(白)No.01-228
□入数：(10×70袋)700入
□内容：4M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本 
□備考：約22g
　　　　約140×60×12mm

織ゴム15mm巾(白)No.01-043
□入数：(10×90袋)900入
□内容：1.2M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約16g
　　　　約145×60×7mm

織ゴム20mm巾(白)No.01-044
□入数：(10×60袋)600入
□内容：1.2M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約21g
　　　　約142×56×12mm

織ゴム25mm巾(白)No.01-045
□入数：(10×60袋)600入
□内容：1.2M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約24g
　　　　約145×60×13mm

織ゴム30mm巾(白)No.01-046
□入数：(10×60袋)600入
□内容：1M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約23g
　　　　約142×60×11mm

子供用パジャマゴム
　　　　13mm巾(白)

No.01-047

□入数：(10×90袋)900入
□内容：1.2M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約15g
　　　　約142×60×9mm

大人用パジャマゴム
　　　　18mm巾(白)

No.01-048

□入数：(10×80袋)800入
□内容：1.2M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約18g
　　　　約142×60×9mm

6本丸ゴム(白)No.01-018
□入数：(10×60袋)600入
□内容：4M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約28g
　　　　約145×60×15mm

5本丸ゴム(黒)No.01-019
□入数：(10×70袋)700入
□内容：4M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約21g
　　　　約140×60×12mm

織ゴム15mm巾(黒)No.01-182
□入数：(10×90袋)900入
□内容：1.2M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約17g
　　　　約175×60×9mm

織ゴム20mm巾(黒)No.01-183
□入数：(10×60袋)600入
□内容：1.2M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約20g
　　　　約180×60×11mm

織ゴム25mm巾(黒)No.01-184
□入数：(10×60袋)600入
□内容：1.2M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約24g
　　　　約145×60×13mm

大人用パジャマゴム
　　　　18mm巾(黒)

No.01-185

□入数：(10×80袋)800入
□内容：1.2M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本 
□備考：約18g
　　　　約175×60×7mm
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ブルーライン 平ゴム8No.01-203
□入数：(10×60袋)600入
□内容：6.5mm巾×3M
□材質：ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約18g
　　　　約175×72×5mm

ブルーライン 平ゴム10No.01-204
□入数：(10×60袋)600入
□内容：8mm巾×2.5M
□材質：ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約19g
　　　　約175×72×5mm

ブルーライン 平ゴム12No.01-205
□入数：(10×60袋)600入
□内容：10mm巾×2M
□材質：ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約19g
　　　　約175×72×5mm

ブルーライン 織ゴム13(白)No.01-217
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：13mm巾×1M
□材質：ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約14g
　　　　約175×60×7mm

ブルーライン 織ゴム13(黒)No.01-218
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：13mm巾×1M
□材質：ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約14g
　　　　約175×60×7mm

ブルーライン 織ゴム15(白)No.01-219
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：15mm巾×1M
□材質：ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約14g
　　　　約175×60×7mm

ブルーライン 織ゴム15(黒)No.01-220
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：15mm巾×1M
□材質：ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約14g
　　　　約175×60×7mm

ブルーライン 織ゴム18(白)No.01-221
□入数：(10×90袋)900入
□内容：18mm巾×1M
□材質：ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約16g
　　　　約175×60×7mm

ブルーライン 織ゴム18(黒)No.01-222
□入数：(10×90袋)900入
□内容：18mm巾×1M
□材質：ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約16g
　　　　約175×60×7mm

ブルーライン 織ゴム20(白)No.01-223
□入数：(10×66袋)660入
□内容：20mm巾×1M
□材質：ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約17g
　　　　約175×60×10mm

ブルーライン 織ゴム25(白)No.01-224
□入数：(10×66袋)660入
□内容：25mm巾×1M
□材質：ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約19g
　　　　約175×60×10mm

ブルーライン 織ゴム30(白)No.01-225
□入数：(10×66袋)660入 
□内容：30mm巾×1M
□材質：ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約21g
　　　　約175×60×10mm

ブルーライン 平ゴム6No.01-202
□入数：(10×60袋)600入
□内容：5mm巾×3.5M
□材質：ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約17g
　　　　約175×72×5mm

あごひも8mm巾(白)No.01-230
□入数：(10×90袋) 900入
□内容：3M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約16g
　　　　約175×60×9mm

あごひも8mm巾(黒)No.01-231
□入数：(10×90袋) 900入
□内容：3M
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約16g
　　　　約175×60×9mm

綾テープ12mm巾No.01-065
□入数：(10×70袋) 700入
□内容：5M
□材質：スパンレーヨン
□原産国：日本
□備考：約20g
　　　　約175×60×10mm

綾テープ15mm巾No.01-066
□入数：(10×70袋) 700入
□内容：4M
□材質：スパンレーヨン
□原産国：日本
□備考：約20g
　　　　約175×60×10mm

ブルーライン 平ゴム4No.01-201
□入数：(10×60袋)600入
□内容：3.5mm巾×4M
□材質：ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約15g
　　　　約175×72×5mm

カラー平ゴム  12コールアソートNo.01-090
□入数：(10×120袋) 1200入
□内容：1.5M
　　　　10色アソート
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約12g
　　　　約90×70×7mm

カラー平ゴム16コールアソートNo.01-091
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：1.2M
　　　　10色アソート
□材質：天然ゴム
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約13g
　　　　約90×70×8mm

ソフトロープ(太)No.01-056
□入数：(10×50袋) 500入
□内容：2M
□材質：レーヨン
□原産国：日本
□備考：約20g
　　　　約175×60×20mm

ソフトロープ(中)No.01-055
□入数：(10×50袋) 500入
□内容：5M
□材質：レーヨン
□原産国：日本
□備考：約18g
　　　　約175×60×20mm
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カラーロープ(細)No.01-049
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：4M
　　　　色アソート
□材質：アクリル
□原産国：日本
□備考：約11g
　　　　約175×60×20mm

カラーロープ(太)No.01-050
□入数：(10×50袋) 500入
□内容：2M
　　　　色アソート
□材質：アクリル
□原産国：日本
□備考：約14g
　　　　約175×60×20mm

カラーロープ(中)No.01-051
□入数：(10×50袋) 500入
□内容：3M
　　　　色アソート
□材質：アクリル
□原産国：日本
□備考：約12g
　　　　約175×60×20mm

エプロンコードNo.01-058
□入数：(10×50袋) 500入
□内容：1.5M
　　　　色アソート
□材質：アクリル
□原産国：日本
□備考：約17g
　　　　約175×60×20mm

江戸打紐(細)No.01-052
□入数：(10×90袋) 900入
□内容：4M
　　　　色アソート
□材質：ナイロン
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約140×60×8mm

江戸打紐(中)No.01-053
□入数：(10×66袋)660入
□内容：3M
　　　　色アソート
□材質：ナイロン
□原産国：日本
□備考：約9g
　　　　約146×60×10mm

江戸打紐(太)No.01-054
□入数：(10×60袋)600入
□内容：2M
　　　　色アソート
□材質：ナイロン
□原産国：日本
□備考：約9g
　　　　約148×60×13mm

カラーベルト20mm巾No.01-062
□入数：(10×60袋)600入
□内容：1.5M
　　　　色アソート
□材質：アクリル
□原産国：日本
□備考：約16g
　　　　約148×60×13mm

カラーベルト25mm巾No.01-063
□入数：(10×60袋)600入
□内容：1.5M
　　　　色アソート
□材質：アクリル
□原産国：日本
□備考：約19g
　　　　約150×60×10mm

カラーベルト30mm巾No.01-064
□入数：(10×50袋)500入
□内容：1.5M
　　　　色アソート
□材質：アクリル
□原産国：日本
□備考：約22g
　　　　約148×60×13mm

細口カード糸No.01-068
□入数：(10×50袋)500入
□内容：70M×2
　　　　30番/3
　　　　ガス焼
　　　　色アソート(白2P・白黒)
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約18g
　　　　約175×72×5mm

太口カード糸No.01-069
□入数：(10×50袋)500入
□内容：70M×2
　　　　20番/3
　　　　ガス焼
　　　　色アソート(白2P・白黒)
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約23g
　　　　約175×72×5mm

ボタン付け糸No.01-034
□入数：(10×70袋)700入
□内容：各色15M×4
　　　　20番/3
　　　　スパン手縫糸
　　　　色アソート
□材質：ポリエステル100％
□原産国：日本
□備考：約16g
　　　　約175×72×5mm

手縫いステッチ糸No.01-141
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：約20M
　　　　色アソート
□材質：ポリエステル100％
□原産国：日本
□備考：約10g
　　　　約83×65×5mm

バイアステープ12mm巾No.01-164
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：1.8M
　　　　色アソート
□材質：綿
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約8g
　　　　約175×35×6mm

バイアステープ18mm巾No.01-130
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：1.4M
　　　　色アソート
□材質：綿
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約8g
　　　　約175×35×8mm

バイアステープ25mm巾No.01-131
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：1.2M
　　　　色アソート
□材質：綿
　　　　ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約9g
　　　　約175×35×5mm

バイアステープ12mm巾
　　　 　　(水玉柄)

No.01-098

□入数：(10×120袋) 1200入
□内容：1.2M
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：綿
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約175×40×3mm

ボタン付け糸 10色No.01-234
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：各色約2M×10
□材質：ポリエステル100％
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約125×70×4mm
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(オレンジ)
No.01-194

(緑)
No.01-199

(黄緑)
No.01-198

(黒)
No.01-192

(赤)
No.01-193

(ブルー)
No.01-197

(黄)
No.01-195

(ピンク)
No.01-196

刺しゅう糸(白)No.01-191
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：8M/2本
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約185×50×5mm

(茶)
No.01-200

刺しゅう糸(パステルアソート)No.01-239
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約1M×12色
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約5g
　　　　約185×40×6mm

段染め刺しゅう糸No.01-237
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：約1M×12色
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約5g
　　　　約185×40×6mm

刺しゅう糸No.01-190
□入数：(10×80袋)800入
□内容：約1M×8色/2本
　　　　色アソート
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約5g
　　　　約185×60×5mm

刺しゅう糸(アンティークアソート)No.01-238
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約1M×12色
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約5g
　　　　約185×40×6mm

レース糸(白)No.01-165
□入数：(10×50袋)500入
□内容：10g(約89M)
　　　　40番
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約15g
　　　　約50×45×45mm

レース糸(きなり)No.01-166
□入数：(10×50袋)500入
□内容：10g(約89M)
　　　　40番
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約15g
　　　　約50×45×45mm

レース糸(ピンク)No.01-167
□入数：(10×50袋)500入
□内容：10g(約89M)
　　　　40番
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約15g
　　　　約50×45×45mm

レース糸(ブルー)No.01-168
□入数：(10×50袋)500入
□内容：10g(約89M)
　　　　40番
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約15g
　　　　約50×45×45mm

レース糸(グリーン)No.01-169
□入数：(10×50袋)500入
□内容：10g(約89M)
　　　　40番
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約15g
　　　　約50×45×45mm

レース糸(イエロー)No.01-170
□入数：(10×50袋)500入
□内容：10g(約89M)
　　　　40番
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約15g
　　　　約50×45×45mm

麻糸(細)No.01-092
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約8M
　　　　30/3番
　　　　色アソート
□材質：麻100％
□原産国：日本
□備考：約3g
　　　　約185×42×4mm

麻糸(中)No.01-093
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約5M
　　　　20/3番
　　　　色アソート
□材質：麻100％
□原産国：日本
□備考：約4g
　　　　約185×42×4mm

刺しゅう糸(ラメ入)白No.01-186
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：6本取り約5M巻
□材質：ポリエステル55％
　　　　キュプラ45％
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約83×65×10mm

刺しゅう糸(ラメ入)黄No.01-189
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：6本取り約5M巻
□材質：ポリエステル55％
　　　　キュプラ45％
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約83×65×10mm

刺しゅう糸(ラメ入)ピンクNo.01-187
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：6本取り約5M巻
□材質：ポリエステル55％
　　　　キュプラ45％
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約83×65×10mm

刺しゅう糸(ラメ入)青No.01-188
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：6本取り約5M巻
□材質：ポリエステル55％
　　　　キュプラ45％
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約83×65×10mm
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もめん針セットNo.02-301
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：33mm/5本
　　　　35mm/5本
　　　　39mm/8本
□材質：
　硬鋼線ニッケルメッキ仕上
□原産国：中国
□備考：約7g
　　　　約175×60×2mm

セル待針No.02-009
□入数：(10×100袋) 1000入 
□内容：12本
□材質：アセチロイド
　硬鋼線ニッケルメッキ仕上
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約175×60×2mm

ミラクル針No.02-008
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：普通地用/2本
　　　　厚地用/3本
□材質：
　スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：チェコ
□備考：約6g
　　　　約175×60×2mm

クロスステッチ刺しゅう針No.02-016
□入数：(10×120袋) 1200入
□内容：No.22/2本
　　　　No.24/2本
　　　　No.26/2本
□材質：
　スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：中国 
□備考：約5g
　　　　約175×60×2mm

ミシン針セットNo.02-300
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容： ＃9/1本
　　　　＃11/2本
　　　　＃14/1本
□材質：
　スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：中国
□備考：約7g
　　　　約175×60×2mm

糸通しセットNo.02-302
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：絹針用/1本
　　　　もめん針用/2本
□材質：アルミ
　　　　ステンレス
□原産国：日本
□備考：約3g
　　　　約175×60×1mm

ラクラク縫い針セットNo.02-303
□入数：(10×100袋) 1000入 
□内容：大くけ/3本
　　　　中くけ/3本
□材質：鋼針ニッケル金メッキ　　　
□原産国：日本
□備考：約5g
　　　　約175×60×2mm

ぬい針セット(ニードルコンパクト)No.02-001
□入数：(10×50袋)500入
□内容：25本各種アソート
□材質：ポリスチレン
　スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：インド
□備考：約18g
　　　　約175×72×10mm

刺しゅう針セットNo.02-174
□入数：(10×120袋) 1200入
□内容：No.4/1本
　　　　No.5/2本
　　　　No.6/1本
　　　　No.7/2本
□材質：
　スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：中国
□備考：約5g
　　　　約175×60×2mm

手研ぎ革用三角針No.02-176
□入数：(10×120袋) 1200入
□内容：1.02×48mm/1本
　　　　0.86×44mm/1本
□材質：
　スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：中国
□備考：約4g
　　　　約175×60×2mm

絹針セット(糸通し付)No.02-005
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：27mm/4本
　　　　29mm/5本
　　　　34mm/4本
　　　　36mm/5本
□材質：
　スチールニッケルメッキ仕上
　(糸通し：アルミ・ステンレス)
□原産国：日本 
□備考：約7g
　　　　約175×60×2mm

GXミシン糸10色アソートNo.01-181
□入数：(10×50B)500入
□内容：約150M
　　　　スパンミシン糸60番/3
　　　　色アソート
□材質：ポリエステル100％
　　　　ボビン(紙)
□原産国：日本
□備考：約14g
　　　　約36×29×29mm

ストレッチミシン糸(白)No.01-095
□入数：(10×50B)500 入
□内容：約100M
　　　　40/3番
□材質：ナイロン100％
　　　　ボビン(紙)
□原産国：日本
□備考：約15g
　　　　約80×36×30mm

ストレッチミシン糸(黒)No.01-096
□入数：(10×50B)500 入
□内容：約100M
　　　　40/3番
□材質：ナイロン100％
　　　　ボビン(紙)
□原産国：日本
□備考：約15g
　　　　約80×36×30mm

GXミシン糸(白)No.01-171
□入数：(10×50B)500入
□内容：約150M
　　　　スパンミシン糸60番/3
□材質：ポリエステル100％
　　　　ボビン(紙)
□原産国：日本
□備考：約14g
　　　　約36×29×29mm

ストレッチミシン糸(10色アソート)No.01-094
□入数：(10×50B)500 入
□内容：約100M
　　　　40/3番
　　　　色アソート
□材質：ナイロン100％
　　　　ボビン(紙)
□原産国：日本
□備考：約15g
　　　　約80×36×30mm

(黒)
No.01-172

(きなり)
No.01-173

(赤)
No.01-174

(紺)
No.01-175

(濃紺)
No.01-176

(グレー)
No.01-177

(ピンク)
No.01-178

(茶)
No.01-179

(ベージュ)
No.01-180
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チャコペンシルNo.02-304
□入数：(10×60B)600入 
□内容：本体約8.5cm 
　　　　2色2本組
　　　　色アソート
□材質：木
　　　　ワックス
　　　　PE
□原産国：中国
□備考：約8.5g
　　　　約155×65×10mm

指ぬき(3点セット)No.02-050
□入数：(10×80袋)800入 
□内容：長針指ぬき
　　　　セル皮指ぬき
　　　　大甲丸指ぬき
□材質：牛革
　　　　スチール
　　　　PE
□原産国：日本
□備考：約8g
　　　　約175×72×5mm

半回転ボビン6PNo.02-035
□入数：(10×60袋)600入
□内容：直径約20.5mm
　　　　厚み約11.5mm
□材質：
　スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：台湾
□備考：約20g
　　　　約175×60×10mm

水消しチャコペンNo.02-136
□入数：(10×90袋)900入 
□内容：本体約14cm
□材質：PP
　　　　ポリエステル
　　　　水性染料インク
□原産国：日本
□備考：約8g
　　　　約190×40×10mm

消えるチャコペンNo.02-137
□入数：(10×90袋)900入 
□内容：本体約14cm
□材質：PP
　　　　ポリエステル
　　　　水性染料インク
□原産国：日本
□備考：約8g
　　　　約190×40×10mm

かぎ針 2/0-3/0No.12-031
□入数：(10×50袋)500入
□内容：本体約135mm
　　　　両かぎ針
□材質：アルミ
□原産国：中国
□備考：約6g
　　　　約170×45×5mm

かぎ針 4/0-6/0No.12-032
□入数：(10×50袋)500入
□内容：本体約135mm
　　　　両かぎ針
□材質：アルミ
□原産国：中国
□備考：約6g
　　　　約170×45×5mm

かぎ針 7/0-8/0No.12-033
□入数：(10×50袋)500入
□内容：本体約135mm
　　　　両かぎ針　
□材質：アルミ
□原産国：中国
□備考：約8g
　　　　約170×45×5mm

チャコペン用消しペンNo.02-099
□入数：(10×90袋)900入
□内容：本体約14cm
□材質：PP
　　　　ポリエステル
　　　　水性活性剤
□原産国：日本 
□備考：約8g
　　　　約190×40×10mm

巾広ひも通しNo.02-054
□入数：(10×90袋)900入
□内容：本体約18cm
□材質：ABS
　　　　アルミ
　　　　ステンレスワイヤー
　　　　ポリスチロール
□原産国：日本
□備考：約5g
　　　　約215×50×2mm

ひも通しNo.02-017
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：大約82mm
　　　　　　小約61mm
□材質：
　スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：中国
□備考：約10g
　　　　約175×60×7mm

刺しゅう枠10cmNo.12-045
□入数：(10×30B)300入
□内容：内径約10cm
□材質：プロピレン
　　　　PVC
□原産国：中国
□備考：約40g
　　　　約170×130×10mm

ロングひも通しNo.02-049
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：本体約29cm
□材質：ABS
　　　　ステンレスワイヤー
　　　　ポリスチロール
□原産国：日本
□備考：約7g
　　　　約175×91×2mm

ピンクッションNo.02-022
□入数：(10×70袋)700入
□内容：本体約75×75mm
　　　　色アソート
□材質：ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約8g
　　　　約175×95×32mm

グラスメジャーNo.02-051
□入数：(10×70袋)700入
□内容：150cmメジャー
□材質：グラスファイバー
　　　　PVC
□原産国：中国
□備考：約15g
　　　　約175×60×5mm

ソーイングセットNo.02-305
□入数：(10×36B)360入
□内容：色アソート
□材質：ケース(ポリスチレン)
　針(スチール)・糸通し(アルミ)
　糸(ポリエステル100％)
　ボタン(ポリエステル)
　安全ピン(スチール)
　ミニハサミ(ポリプロピレン・鉄)
□原産国：台湾
□備考：約33.5g
　　　　約115×91×15mm

ロータリーメジャーNo.02-037
□入数：(10×50袋)500入
□内容：150cmメジャー
　　　　ストッパー付
　　　　色アソート
□材質：カーボンスチール
　　　　PVC
　　　　ABS
□原産国：中国
□備考：約24g
　　　　約125×75×10mm

かぎ針10/0No.12-040
□入数：(10×50袋)500入
□内容：本体約150mm
□材質：アルミ
□原産国：中国
□備考：約13g
　　　　約170×40×7mm

毛糸とじ針No.02-306
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：大/70mm
　　　　中 /54mm
　　　　小 /45mm
□材質：
　スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：中国
□備考：約3g
　　　　約170×40×4mm

糸切りリッパーNo.02-010
□入数：(10×90袋)900入 
□内容：本体約125mm
　　　　色アソート
□材質：PP
　　　　クリアレン樹脂
　　　　エポキシ系接着剤
　　　　スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：日本
□備考：約9g
　　　　約175×60×5mm

目打ちNo.02-056
□入数：(10×50B)500入
□内容：本体約120mm
　　　　サック付
□材質：木
　　　　スチール
　　　　サック(PVC)
□原産国：中国
□備考：約20g
　　　　約155×50×20mm
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安全ピンセットNo.02-025
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：大/本体約38mm/8本　　
　　　　小/本体約27mm/8本
□材質：スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：日本
□備考：約11g
　　　　約175×60×5mm

　※1個の画像は実寸サイズです。

スナッピンNo.1No.12-002
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：本体約27mm/20本
□材質：スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：日本 
□備考：約8g
　　　　約86×60×6mm

　※1個の画像は実寸サイズです。

スナッピンNo.3No.12-004
□入数：(10×90袋) 900入 
□内容：本体約38mm/15本
□材質：スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：日本
□備考：約12g
　　　　約86×60×7mm

　※1個の画像は実寸サイズです。

スナッピンNo.5No.12-006
□入数：(10×80袋)800入 
□内容：本体約53mm/10本
□材質：スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：日本
□備考：約17g
　　　　約86×60×9mm

　※1個の画像は実寸サイズです。

ミニ布切りバサミNo.12-080
□入数：(10×40B)400入
□内容：本体約103mm
　　　　キャップ付
□材質：ABS
　　　　ステンレススチール
　　　　キャップ(PVC)
□原産国：中国
□備考：約22g
　　　　約145×65×8mm

にぎりハサミNo.02-023
□入数：(10×60袋)600入
□内容：本体約105mm
　　　　サック付
□材質：ABS
　　　　スチール
　　　　サック(PVC)
□原産国：台湾
□備考：約20g
　　　　約180×60×12mm

パチット(大)No.02-026
□入数：(10×70袋)700入
□内容：本体約45×14mm/3個
　　　　色アソート
□材質：ステンレス
　　　　ABS
□原産国：日本
□備考：約11g
　　　　約175×60×5mm

パチット(小)No.02-027
□入数：(10×80袋)800入
□内容：本体約38×13mm/4個
　　　　色アソート
□材質：ステンレス
　　　　ABS
□原産国：日本
□備考：約9g
　　　　約175×60×5mm

クリッピン(大)No.02-028
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：本体約53×10mm/6個
　　　　色アソート
□材質：ステンレス
　　　　ABS
□原産国：日本
□備考：約12g
　　　　約175×60×5mm

クリッピン(小)No.02-029
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：本体約43×8mm/8個
　　　　色アソート
□材質：ステンレス
　　　　ABS
□原産国：日本
□備考：約10g
　　　　約175×60×5mm

スナッピンNo.00No.12-000
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：本体約20mm/20本
□材質：スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約86×60×5mm

　※1個の画像は実寸サイズです。

スナッピンNo.0No.12-001
□入数：(10×90袋)900入
□内容：本体約23mm/20本
□材質：スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：日本 
□備考：約7g
　　　　約86×60×6mm

　※1個の画像は実寸サイズです。

スナッピンNo.4No.12-005
□入数：(10×90袋)900入 
□内容：本体約43mm/12本
□材質：スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：日本
□備考：約13g
　　　　約86×60×7mm

　※1個の画像は実寸サイズです。

手芸ボンドNo.02-124
□入数：(10×24B)240入
□内容：NET40g
□材質：PE
　　　　PP
　　　　水
　　　　合成樹脂
□原産国：台湾
□備考：約53g
　　　　約180×70×25mm

布接着ボンドNo.02-053
□入数：(10×40B)400入
□内容：NET10g
□材質：ウレタン酢酸ビニール樹脂
　　　　アルミ
　　　　PE
　　　　水
□原産国：日本
□備考：約23g
　　　　約175×80×20mm

カギホック(大・小)セットNo.02-033
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：大/2セット
　　　　小/3セット
□材質：鉄ニッケルメッキ仕上
□原産国：日本
□備考：約12g
　　　　約175×60×3mm

スナッピンNo.2No.12-003
□入数：(10×100袋) 1000入 
□内容：本体約31mm/20本
□材質：スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：日本
□備考：約11g
　　　　約86×60×8mm

　※1個の画像は実寸サイズです。
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ゼッケンテープNo.02-126
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：約20×15cm
　　　　　アイロン接着タイプ
□材質：綿
　変性オレフィン系接着樹脂
□原産国：日本
□備考：約9g
　　　　約235×155×1mm

伸縮ゼッケンクロスNo.02-127
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：約20×15cm
　　　　アイロン接着タイプ
□材質：ポリエステル
　ポリウレタン
　ポリアミド系接着樹脂
□原産国：日本
□備考：約13g
　　　　約235×155×1mm

伸縮ゼッケンクロスminiNo.02-128
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：約15×8cm
　　　　アイロン接着タイプ
□材質：ポリエステル
　ポリウレタン
　ポリアミド系接着樹脂
□原産国：日本
□備考：約5g
　　　　約180×90×1mm

ネームテープ2PNo.02-042
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約10mm巾幅×1M
　　　　　約18mm巾幅×1M
　　　　　アイロン接着タイプ
□材質：綿
　　　　ポリエチレン系樹脂
□原産国：日本 
□備考：約13g
　　　　約175×60×2mm

ネームテープ50No.02-142
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：約50mm幅×70cm
　　　　　アイロン接着タイプ
□材質：綿
　　　　ポリエチレン系樹脂
□原産国：日本　
□備考：約14g
　　　　約175×60×2mm

伸縮熱接着テープNo.02-138
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：約10mm幅×1.5M
　　　　アイロン接着タイプ
□材質：ポリウレタン系樹脂
□原産国：日本
□備考：約9g
　　　　約175×60×3mm

アイロン接着テープNo.02-146
□入数：(10×36袋)360入 
□内容：約20mm幅×5M
　　　　アイロン接着タイプ
□材質：ナイロン
□原産国：日本
□備考：約10g
　　　　約175×60×2mm

アイロン接着シートNo.02-147
□入数：(10×40袋)400入 
□内容：約25×46cm
　　　　アイロン接着タイプ
□材質：ナイロン
□原産国：日本
□備考：約9g
　　　　約175×91×2mm

割れにくいシャツボタンセットSNo.02-323
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：11.5mm/15個
　　　　色アソート
□材質：POM
□原産国：日本
□備考：約4g
　　　　約75×60×4mm

レザー調ボタン18mmNo.02-345
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：4個入
　　　　色アソート
□材質：ABS樹脂
□原産国：中国
□備考：約7g
　　　　約100×75×10mm

レザー調ボタン23mmNo.02-346
□入数：(10×80袋)800入 
□内容：4個入
　　　　色アソート
□材質：ABS樹脂
□原産国：中国
□備考：約11.8g
　　　　約100×75×10mm

割れにくいボタン(S)No.02-320
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：11.5mm/15個
　　　　色アソート
□材質：POM
□原産国：日本
□備考：約4g
　　　　約75×60×4mm

割れにくいボタン(M)No.02-321
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：15mm/10個
　　　　色アソート　
□材質：POM
□原産国：日本
□備考：約5g
　　　　約75×60×4mm

割れにくいボタン(L)No.02-322
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：18mm/5個
　　　　色アソート
□材質：POM
□原産国：日本
□備考：約4g
　　　　約75×60×4mm

ボタンアソート(ウッド)No.12-021
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：5個入
　　　　アソート(ランダム)
□材質：ボタンごとに異なる
□原産国：ボタンごとに異なる
□備考：約10g
　　　　約70×75×10mm

ボタンアソート(カラフル)No.12-022
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：5個入
　　　　アソート(ランダム)
□材質：ボタンごとに異なる
□原産国：ボタンごとに異なる
□備考：約16g
　　　　約70×75×10mm

スナップ7mm(白)No.02-340
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：9個入
□材質：真鍮スズメッキ仕上
□原産国：日本
□備考：約4g
　　　　約75×60×4mm

スナップ8mm(白)No.02-341
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：9個入
□材質：真鍮スズメッキ仕上
□原産国：日本
□備考：約5g
　　　　約75×60×4mm

スナップ12mm(白)No.12-036
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：6個入
□材質：真鍮スズメッキ仕上
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約75×60×5mm

スナップ10mm(白)No.02-342
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：6個入
□材質：真鍮スズメッキ仕上
□原産国：日本
□備考：約4g
　　　　約75×60×4mm

スナップ12mm(黒)No.12-037
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：6個入
□材質：真鍮コバルトメッキ仕上
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約75×60×5mm

スナップ14mm(白)No.02-343
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：4個入
□材質：真鍮スズメッキ仕上
□原産国：日本
□備考：約5g
　　　　約75×60×5mm

スナップ14mm(黒)No.02-344
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：4個入
□材質：真鍮コバルトメッキ仕上
□原産国：日本
□備考：約5g
　　　　約75×60×5mm

水に溶ける刺しゅうシートNo.12-050
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：約120×120mm
　　　　2枚入
□材質：水溶性不織布
　アクリル系水溶性接着剤
□原産国：日本
□備考：約7.4g
　　　　約170×140×1mm
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廃番
代替品02-349




マジックテープ【裁縫用】No.02-039
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約25mm幅×15cm
　　　　色アソート
□材質：ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約3g
　　　　約185×65×2mm

マジックテープ【裁縫用】(白)
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約25mm幅×15cm
□材質：ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約3g
　　　　約185×65×2mm

No.02-276

マジックテープ【貼付用】No.02-040
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約25mm幅×15cm
　　　　色アソート
□材質：ポリエステル
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本
□備考：約7g
　　　　約185×65×2mm

マジックテープ【貼付用】(白)
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約25mm幅×15cm
□材質：ポリエステル
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本
□備考：約7g
　　　　約185×65×2mm

No.02-282

No.02-277
(黒)

No.02-278
(赤)

No.02-279
(茶)

No.02-280
(ピンク)

No.02-281
(アイボリー)

No.02-283
(黒)

No.02-284
(赤)

No.02-285
(茶)

No.02-286
(ピンク)

No.02-287
(アイボリー)

強粘着タグ用なまえシール10×30
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：本体約10×30mm
　　　　18枚×3シート
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本
□備考：約9g
　　　　約146×100×1mm

　※1枚の画像は実寸サイズです。

No.02-208強粘着タグ用なまえシール19×19
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：本体約19×19mm
　　　　20枚×3シート
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本
□備考：約10g
　　　　約146×100×1mm

　※1枚の画像は実寸サイズです。

No.02-207

強粘着なまえシール12×19
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：本体約12×19mm
　　　　28枚×1シート
　　　　色アソート
□材質：綿100％
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約145×100×1mm

No.02-328

靴下用強粘着なまえシール12×19
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：本体約12×19mm
　　　　28枚×1シート
□材質：ポリエステル100％
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約145×100×1mm

　※1枚の画像は実寸サイズです。

No.02-330

強粘着なまえシール フリーカット
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：本体約95×120mm
　　　　1枚入
□材質：綿100％
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本
□備考：約7g
　　　　約145×100×1mm

No.02-333 強粘着タグ用なまえシール フリーカット
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：本体約95×120mm
　　　　3枚入
□材質：上質紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本
□備考：約11g
　　　　約145×100×2mm

No.02-334

強粘着PVCなまえシール12×19
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：本体約12×19mm
　　　　28枚×1シート
□材質：PVC
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約145×100×1mm

　※1枚の画像は実寸サイズです。

No.02-332

強粘着なまえシール (雲・くま・星)
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：12枚×1シート
　　　　色アソート
□材質：綿100％
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約145×100×1mm

No.02-329
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うすものすそあげテープNo.12-091
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：約25mm幅×1.2M
　　　　アイロン接着タイプ
　　　　色アソート
□材質：ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約8g
　　　　約175×60×2mm

No.12-092(白) No.12-093(黒　)

補修用あて布No.02-041
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約80×80mm
　　　　5色5枚組
　　　　アイロン接着タイプ
□材質：ポリエステル
　　　　ポリアミド系樹脂
□原産国：日本
□備考：約7g
　　　　約175×90×2mm

補修用布シールNo.02-072
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：約80×80mm/2枚
　　　　色アソート
□材質：綿
　　　　アクリル系接着剤
□原産国：日本
□備考：約9g
　　　　約175×90×1mm

補修用合皮シールNo.02-205
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：約80×140mm
　　　　色アソート
□材質：綿
　　　　ポリウレタン
　　　　ポリエステル
　　　　アクリル系接着剤
□原産国：台湾
□備考：約10g
　　　　約175×90×2mm

補修用壁紙シールNo.02-206
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：約80×140mm
　　　　柄アソート
□材質：塩化ビニル樹脂
　　　　アクリル系接着剤
□原産国：日本
□備考：約11g
　　　　約175×90×2mm

スポーツソックス補修布No.02-073
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：約80×80mm/3枚
　　　　アイロン接着タイプ
　　　　色アソート
□材質：ポリエステル
　　　　ポリアミド系接着樹脂
□原産国：日本
□備考：約8g
　　　　約175×90×1mm

すそあげテープ【ズボン用】No.02-047
□入数：(10×80袋)800入
□内容：約23mm幅×1.2M
　　　　アイロン接着タイプ
　　　　色アソート
□材質：ポリエステル
　　　　ナイロン
□原産国：日本
□備考：約11g
　　　　約175×60×2mm

すそあげテープ【ズボン用】(黒)No.02-288
□入数：(10×80袋)800入
□内容：約23mm幅×1.2M
　　　　アイロン接着タイプ
□材質：ポリエステル
　　　　ナイロン
□原産国：日本
□備考：約11g
　　　　約175×60×2mm

すそあげ熱接着テープ【スカート用】No.02-038
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約24mm幅×1.2M
　　　　アイロン接着タイプ
　　　　色アソート
□材質：ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約8g
　　　　約175×60×2mm

すそあげ熱接着テープ【スカート用】(黒)No.02-271
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約24mm幅×1.2M
　　　　アイロン接着タイプ
□材質：ポリエステル
□原産国：日本
□備考：約8g
　　　　約175×60×2mm

(紺)No.02-289 (茶)No.02-290 (グレー)No.02-291 (淡グレー)No.02-292

(紺)
No.02-272

(ベージュ)
No.02-275

(白)
No.02-326

(薄黄)
No.02-327
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バックルセット20mm巾No.12-053
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：バックル/1個
　　　　アジャスター/1個
□材質：ポリアセタール樹脂
□原産国：日本
□備考：約9g
　　　　約95×75×9mm

バックルセット25mm巾No.12-034
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：バックル/1個
　　　　アジャスター/1個
□材質：ポリアセタール樹脂
□原産国：日本 ・中国
□備考：約13g
　　　　約95×75×10mm

カラーバックルセット
　　　　　25mm巾

No.12-023

□入数：(10×100袋)1000入
□内容：バックル/1個
　　　　アジャスター/1個
　　　　色アソート
□材質：ポリアセタール樹脂
□原産国：日本
□備考：約13g
　　　　約95×75×10mm

ナスカンセット20mm巾No.12-054
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：ナスカン/1個
　　　　Dカン/1個
□材質：ポリアセタール樹脂
□原産国：日本
□備考：約7g
　　　　約95×75×12mm

ナスカンセット25mm巾No.12-035
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：ナスカン/1個
　　　　Dカン/1個
□材質：ポリアセタール樹脂
□原産国：日本
□備考：約8g
　　　　約95×75×12mm

カラーナスカンセット
　　　　　25mm巾

No.12-024

□入数：(10×100袋)1000入
□内容：ナスカン/1個
　　　　Dカン/1個
　　　　色アソート
□材質：ポリアセタール樹脂
□原産国：日本 
□備考：約8g
　　　　約95×75×12mm

アクセサリーコード(銀)No.12-122
□入数：(10×50袋)500入
□内容：約1M
□材質：ステンレス
□原産国：中国
□備考：約5g
　　　　約95×75×5mm

クラフトゴム(透明)No.12-123
□入数：(10×50袋)500入
□内容：約1M
□材質：ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約5g
　　　　約95×75×5mm

コットンカラーコード
　　　　　 (ベージュ)

No.12-124

□入数：(10×50袋)500入
□内容：約1M
□材質：綿
□原産国：中国
□備考：約5g
　　　　約95×75×5mm

テグス(透明)No.12-121
□入数：(10×50袋)500入
□内容：約10M
□材質：ナイロン
□原産国：日本
□備考：約5g
　　　　約95×75×5mm

YKKファスナー(丸)18cmNo.12-140
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：色アソート
□材質：PET
　　　　銅合金
　　　　亜鉛合金
□原産国：日本
□備考：約9g
　　　　約230×25×8mm

YKKファスナー(平)18cmNo.12-160
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：色アソート
□材質：PET
　　　　銅合金
　　　　亜鉛合金
□原産国：日本
□備考：約10g
　　　　約230×25×8mm

YKKファスナー(丸)12cmNo.12-190
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：色アソート
□材質：PET
　　　　銅合金
　　　　亜鉛合金
□原産国：日本
□備考：約7g
　　　　約165×25×8mm

YKKファスナー(丸)18cmNo.2No.12-141
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：色アソート
□材質：PET
　　　　銅合金
　　　　亜鉛合金
□原産国：日本
□備考：約9g
　　　　約230×25×8mm

YKKフラットニットファスナー20cmNo.12-180
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：色アソート
□材質：PET
　　　　亜鉛合金
　　　　ポリアミド
□原産国：日本
□備考：約4g
　　　　約250×25×6mm

パール(ホワイト)3mmNo.12-150
□入数：(10×50袋)500入
□内容：65粒入
□材質：ユリア樹脂
□原産国：日本
□備考：約2g
　　　　約95×75×3mm

パール(ホワイト)4mmNo.12-151
□入数：(10×50袋)500入
□内容：40粒入
□材質：ユリア樹脂
□原産国：日本
□備考：約3g
　　　　約95×75×4mm

パール(ホワイト)6mmNo.12-152
□入数：(10×50袋)500入
□内容：18粒入
□材質：ユリア樹脂
□原産国：日本
□備考：約4g
　　　　約95×75×6mm

パール(クリーム)3mmNo.12-153
□入数：(10×50袋)500入
□内容：65粒入
□材質：ユリア樹脂
□原産国：日本
□備考：約2g
　　　　約95×75×3mm

パール(クリーム)4mmNo.12-154
□入数：(10×50袋)500入
□内容：40粒入
□材質：ユリア樹脂
□原産国：日本
□備考：約3g
　　　　約95×75×4mm

パール(クリーム)6mmNo.12-155
□入数：(10×50袋)500入
□内容：18粒入
□材質：ユリア樹脂
□原産国：日本
□備考：約4g
　　　　約95×75×6mm
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フェルトシール(のりもの)No.12-026
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：4柄/10枚
□材質：ポリエステル
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本
□備考：約3g
　　　　約95×75×4mm

(黒)No.02-088 (緑)No.02-089

(黄)No.02-091 (ピンク)No.02-095

(白)No.02-087

(水色)No.02-096

(黄緑)No.02-097 (茶)No.12-085 (ペールオレンジ)No.12-086フェルトシール(しょくぶつ)No.12-027
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：4柄/10枚
□材質：ポリエステル
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本
□備考：約4g
　　　　約95×75×4mm

フェルト(10色アソート)No.02-083
□入数：(10×80袋)800入
□内容：約360×270mm
　　　　厚さ1mm
　　　　10色アソート
□材質：ポリエステル
□原産国：日本 
□備考：約25g
　　　　約360×270×2mm

フェルト(赤)No.02-085
□入数：(10×80袋)800入
□内容：約360×270mm
　　　　厚さ1mm
□材質：ポリエステル
□原産国：日本 
□備考：約25g
　　　　約360×270×2mm

リンクルパール(10mm)No.12-028
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：5個入
　　　　両穴タイプ
□材質：ABS樹脂
　　　　スズ
□原産国：中国
□備考：約4g
　　　　約77×75×12mm

リンクルパール(12mm)No.12-029
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：4個入
　　　　両穴タイプ
□材質：ABS樹脂
　　　　スズ
□原産国：中国
□備考：約5g
　　　　約77×75×14mm

□入数：(10×100袋)1000入
□内容：3個入
　　　　両穴タイプ
□材質：ABS樹脂
　　　　スズ
□原産国：中国
□備考：約6g
　　　　約77×75×16mm

リンクルパール(14mm)No.12-030

ウッドループエンド(三角)No.12-013
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：4個入
□材質：木
□原産国：韓国
□備考：約4g
　　　　約70×75×13mm

　※1個画像は
　　実寸サイズです。

ウッドループエンド(Φ13mm)No.12-012
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：4個入
□材質：木
□原産国：韓国
□備考：約4g
　　　　約70×75×13mm

　※1個画像は
　　実寸サイズです。

ウッドループエンド(Φ18mm)No.12-011
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：4個入
□材質：木
□原産国：韓国
□備考：約7g
　　　　約65×75×15mm

　※1個画像は
　　実寸サイズです。

コードストッパー(丸)No.02-318
□入数：(10×90袋)900入
□内容：2個入
□材質：ポリアセタール樹脂
□原産国：台湾
□備考：約7g
　　　　約95×75×15mm

コードストッパー(筒)No.02-319
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：2個入
□材質：ポリアセタール樹脂
□原産国：台湾
□備考：約4g
　　　　約95×75×11mm
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本革はぎれNo.12-072
□入数：(10×35袋)350入
□内容：柄・形アソート
　　　　(ランダム)
□材質：本革
□原産国：随時異なる
□備考：約27g
　　　　約250×150×2mm

本革ミックスNo.12-073
□入数：(10×30袋)300入 
□内容：約40g
　　　　柄・形アソート
　　　　(ランダム)
□材質：本革
□原産国：随時異なる
□備考：約42g
　　　　約230×120×17mm

合皮ミックスアソートNo.12-075
□入数：(10×10袋)100入
□内容：約140g
　　　　柄・形アソート
　　　　(ランダム)
□材質：合皮
□原産国：日本 
□備考：約142g
　　　　約160×140×30mm

合皮はぎれNo.02-148
□入数：(10×10袋)100入
□内容：約400×600mm
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：合皮
□原産国：日本
□備考：約152g
　　　　約400×35×35mm

織物接着芯地(薄手)No.02-324
□入数：(10×90袋)900入
□内容：約35×40cm
□材質：ポリエステル100％
□原産国：中国 
□備考：約10g
　　　　約175×90×3mm

接着芯地(薄手)No.12-128
□入数：(10×80袋)800入
□内容：本体約100×40cm
　　　　片面接着
□材質：ポリエステル90％
　　　　レーヨン10％
□原産国：台湾
□備考：約19g
　　　　約155×100×10mm

接着芯地(厚手)No.12-129
□入数：(10×50袋)500入
□内容：本体約100×40cm
　　　　片面接着
□材質：ポリエステル80％
　　　　レーヨン20％
□原産国：台湾
□備考：約28g
　　　　約155×100×16mm

織物接着芯地(厚手)No.02-325
□入数：(10×60袋)600入
□内容：約35×40cm
□材質：ポリエステル100％
□原産国：中国 
□備考：約12g
　　　　約175×90×6mm

合皮はぎれ(モノトーン)No.12-071
□入数：(10×10袋)100入
□内容：約400×600mm
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：合皮
□原産国：日本
□備考：約152g
　　　　約400×35×35mm

ナイロンカットクロスNo.02-315
□入数：(10×18袋)180入
□内容：約600×600mm
　　　　色アソート(ランダム)
□材質：ナイロン100％
□原産国：日本
□備考：約70g
　　　　約330×35×35mm

レザーフラワーNo.12-019
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：大6枚または小8枚入
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：本革
□原産国：日本
□備考：約3g
　　　　約75×60×2mm

ニュアンスカラーカットクロスNo.02-316
□入数：(10×80袋)800入
□内容：約350×300mm
　　　　色アソート
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約17g
　　　　約150×130×4mm

合皮はぎれ150No.12-069
□入数：(10×20袋)200入
□内容：約150×150mm/5枚
　　　　色アソート(ランダム)
□材質：合皮
□原産国：日本
□備考：約83g
　　　　約150×40×40mm

合皮はぎれ200No.12-070
□入数：(10×20袋)200入
□内容：約200×200mm/4枚
　　　　色アソート(ランダム)
□材質：合皮
□原産国：日本
□備考：約112g
　　　　約200×40×40mm

手芸わたNo.02-149
□入数：(10×18B)180入 
□内容：約80g
□材質：ポリエステル100%
□原産国：日本
□備考：約84g
　　　　約170×120×65mm

キルト芯 片面接着タイプNo.02-194
□入数：(10×48袋)480入
□内容：約50×40cm
□材質：ポリエステル
□原産国：日本 
□備考：約25g
　　　　約140×105×40mm

キルト芯No.02-193
□入数：(10×40袋)400入
□内容：約50×40cm
□材質：ポリエステル
□原産国：日本 
□備考：約27g
　　　　約140×105×47mm
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アンティークフルーツ柄カットクロス
　　　　　　　　　　　　 (レモン)

No.02-312

□入数：(10×100袋)1000入
□内容：本体約350×300mm
　　　　色アソート
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約17g
　　　　約130×130×3mm

アンティークフルーツ柄カットクロス
　　　　　　　　 　(ブルーベリー)

No.02-313

□入数：(10×100袋)1000入
□内容：本体約350×300mm
　　　　色アソート
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約17g
　　　　約130×130×3mm

アンティークフルーツ柄カットクロス
　　　　　　　　 　　　(チェリー)

No.02-314

□入数：(10×100袋)1000入
□内容：本体約350×300mm
　　　　色アソート
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約17g
　　　　約130×130×3mm

ペイズリー柄カットクロスNo.12-078
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：本体約350×300mm
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約14g
　　　　約130×130×3mm

ネコ柄カットクロスNo.12-079
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：本体約350×300mm
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約11g
　　　　約130×130×3mm

英字プリントカットクロスNo.12-056
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約250×350mm
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：綿100％
□原産国：日本 
□備考：約12g
　　　　約130×130×4mm

アニマルカットクロスNo.02-203
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約300×180mm
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約13g
　　　　約130×130×3mm

カモフラカットクロスNo.02-204
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約300×180mm
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約13g
　　　　約130×130×3mm

カットクロス（昭和ノスタルジアA）No.12-135
□入数：(10×80袋)800入
□内容：約350×300mm
　　　　柄アソート
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約16g
　　　　約145×130×3mm

カットクロス（宇宙）No.12-137
□入数：(10×80袋)800入
□内容：約350×300mm
　　　　色アソート
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約20g
　　　　約145×130×3mm

カットクロス（ムラ染）No.12-139
□入数：(10×80袋)800入
□内容：約350×300mm
　　　　色アソート（ランダム）
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約13g
　　　　約145×130×2mm

カットクロス（星）No.12-138
□入数：(10×80袋)800入
□内容：約350×300mm
　　　　色アソート
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約21g
　　　　約145×130×3mm

カットクロス（昭和ノスタルジアB）No.12-136
□入数：(10×80袋)800入
□内容：約350×300mm
　　　　柄アソート
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約16g
　　　　約145×130×3mm

カットクロス（和モダン）No.12-134
□入数：(10×80袋)800入
□内容：約350×300mm
　　　　柄アソート
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約17g
　　　　約150×130×3mm

チェック柄カットクロスNo.12-088
□入数：(10×80袋)800入
□内容：約350×300mm
　　　　色アソート(ランダム)
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約12g
　　　　約130×130×3mm

ダブルガーゼカットクロス(パターン)No.02-200
□入数：(10×90袋) 900入
□内容：約300×180mm
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約8.5g
　　　　約130×130×3mm
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京和柄バイアステープNo.12-101
□入数：(10×120袋)1200入 
□内容：約12mm幅×1M
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：綿
□原産国：日本
□備考：約8g
　　　　約175×40×3mm

つまみ細工用一越ちりめん生地 25×25No.12-103
□入数：(10×200袋)2000入
□内容：約25×25mm
　　　　2色×5枚
　　　　色アソート(ランダム)
□材質：レーヨン100%
□原産国：日本 
□備考：約2.5g
　　　　約95×75×1mm
　

和柄刺繍ワッペンミニさくらNo.12-116
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：4枚入
　　　　アイロン接着タイプ
□材質：レーヨン
　　　　ナイロン系接着剤
□原産国：日本 
□備考：約2g
　　　　約75×60×2mm

□入数：(10×120袋)1200入 
□内容：約12mm幅×1M
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：綿
□原産国：日本
□備考：約8g
　　　　約175×40×3mm

京ちりめんバイアステープNo.12-102

二越ちりめんくろすNo.12-114
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：約180×150mm
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：ポリエステル100％
□原産国：日本 
□備考：約8g
　　　　約200×155×0.7mm

ちりめん風カットクロスNo.02-199
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約250×350mm
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約12g
　　　　約130×130×2mm

京ちりめんカット生地（染）No.12-109
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約220×220mm
　　　　色アソート(ランダム)
□材質：レーヨン100％
□原産国：日本 
□備考：約10g
　　　　約140×120×2mm

京ちりめんカット生地（大）No.12-107
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：約160×150mm
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：レーヨン100％
□原産国：日本 
□備考：約7g
　　　　約185×175×0.5mm

デニム風カットクロス(無地)No.02-310
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：約350×300mm
　　　　色アソート
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約18g
　　　　約130×130×3mm

デニム風カットクロス(ヒッコリー)No.02-311
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：約350×300mm
　　　　色アソート
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約18g
　　　　約130×130×3mm

和柄カットクロスNo.02-198
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約250×350mm
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約15g
　　　　約130×130×3mm

□入数：(10×100袋)1000入
□内容：約250×350mm
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：綿100％
□原産国：日本 
□備考：約18g
　　　　約130×130×4mm

藍染風カットクロスNo.02-192 和モダンカットクロスNo.12-060
□入数：(10×80袋)800入
□内容：約250×350mm
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：綿100％
□原産国：日本 
□備考：約16g
　　　　約130×130×4mm

デニムはぎれNo.02-317
□入数：(10×20袋) 200入
□内容：約450×500mm
　　　　色アソート(ランダム)
□材質：綿79％
　　　　ポリエステル20％
　　　　ポリウレタン1％
□原産国：中国 
□備考：約90g
　　　　約170×125×15mm
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ネームワッペン パトカーNo.12-272
□入数：(10×20袋)200入
□内容：2枚入
　　　　アイロン接着タイプ
□材質：綿
　　　　レーヨン
□原産国：日本
□備考：約3g
　　　　約95×72×2mm

ತ౻ಮ౺
ഐഔ

めじるしワッペン パトカーNo.12-211
□入数：(10×20袋)200入
□内容：3枚入
　　　　アイロン接着タイプ
□材質：ポリエステル
　　　　レーヨン
□原産国：日本
□備考：約3g
　　　　約95×72×2mm
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(濃紺)No.12-202 (紺)No.12-203 (デニム紺)No.12-204 (デニム青)No.12-205

おしゃれパッチ(黒)No.12-201
□入数：(10×20袋)200入
□内容：本体約10.5×7.5cm/2枚
　　　　アイロン接着タイプ
□材質：綿
　　　　EVA
□原産国：日本
□備考：約9g
　　　　約145×85×2(mm)

アップリケ パトカーNo.12-241
□入数：(10×20袋)200入
□内容：アイロン接着タイプ
□材質：ポリエステル
　　　　レーヨン
□原産国：日本
□備考：約3g
　　　　約95×72×2mm

アメリカンH
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ホワイトボードマーカー(黒)No.03-009
□入数：(10×70袋)700入
□内容：本体約14cm
　　　　クリーナー付
　　　　線幅(細)約1mm
　　　　　　(太)約3mm
□材質：PP
　　　　アルコール性顔料
□原産国：日本
□備考：約16g
　　　　約70×167×17mm

ホワイトボードマーカー(赤)No.03-010
□入数：(10×70袋)700入
□内容：本体約14cm
　　　　クリーナー付
　　　　線幅(細)約1mm
　　　　　　(太)約3mm
□材質：PP
　　　　アルコール性顔料
□原産国：日本
□備考：約16g
　　　　約70×167×17mm

ホワイトボードマーカー(青)No.03-011
□入数：(10×70袋)700入
□内容：本体約14cm
　　　　クリーナー付
　　　　線幅(細)約1mm
　　　　　　(太)約3mm
□材質：PP
　　　　アルコール性顔料
□原産国：日本
□備考：約16g
　　　　約70×167×17mm

カラーペイントマーカー
　　　　　　　 (白)

No.03-016

□入数：(10×60袋)600入
□内容：本体約14cm
　　　　線幅約3mm
　　　　約3cc　
□材質：アルミ・油性顔料
　　　　キシレン・チタン
　　　　樹脂(SKレジン)
□原産国：日本 
□備考：約18g
　　　　約185×45×15mm

カラーペイントマーカー
　　　　　　　 (黒)

No.03-153

□入数：(10×60袋)600入
□内容：本体約14cm
　　　　線幅約3mm
　　　　約3cc　
□材質：アルミ・油性顔料
　　　　キシレン・チタン
　　　　樹脂(SKレジン)
□原産国：日本 
□備考：約18g
　　　　約185×45×15mm

カラーペイントマーカー
　　　　　　　 (赤)

No.03-154

□入数：(10×60袋)600入
□内容：本体約14cm
　　　　線幅約3mm
　　　　約3cc　
□材質：アルミ・油性顔料
　　　　キシレン・チタン
　　　　樹脂(SKレジン)
□原産国：日本 
□備考：約18g
　　　　約185×45×15mm

カラーペイントマーカー
　　　　　　　 (黄)

No.03-156

□入数：(10×60袋)600入
□内容：本体約14cm
　　　　線幅約3mm
　　　　約3cc　
□材質：アルミ・油性顔料
　　　　キシレン・チタン
　　　　樹脂(SKレジン)
□原産国：日本 
□備考：約18g
　　　　約185×45×15mm

カラーペイントマーカー
　　　　　　　 (金)

No.03-054

□入数：(10×60袋)600入
□内容：本体約14cm
　　　　線幅約3mm
　　　　約3cc　
□材質：アルミ・油性顔料
　　　　キシレン・チタン
　　　　樹脂(SKレジン)
□原産国：日本 
□備考：約18g
　　　　約185×45×15mm

カラーペイントマーカー
　　　　　　　 (青)

No.03-155

□入数：(10×60袋)600入
□内容：本体約14cm
　　　　線幅約3mm
　　　　約3cc　
□材質：アルミ・油性顔料
　　　　キシレン・チタン
　　　　樹脂(SKレジン)
□原産国：日本 
□備考：約18g
　　　　約185×45×15mm

カラーペイントマーカー
　　　　　　　 (銀)

No.03-055

□入数：(10×60袋)600入
□内容：本体約14cm
　　　　線幅約3mm
　　　　約3cc　
□材質：アルミ・油性顔料
　　　　キシレン・チタン
　　　　樹脂(SKレジン)
□原産国：日本 
□備考：約18g
　　　　約185×45×15mm

極細ダブルマーカー(赤)No.03-018
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：本体約13.5cm
　　　　線幅(細)約0.3mm
　　　　　　(太)約0.7mm
□材質：PP
　　　　油性染料
□原産国：日本 
□備考：約8g
　　　　約190×50×10mm

ダブルマーカー(赤)No.03-069
□入数：(10×36B)360入
□内容：本体約14cm
　　　　線幅(細)約2mm
　　　　　　(太)約6mm
□材質：ポリプロピレン
　　　　アルコール系油性染料
□原産国：中国
□備考：約21g
　　　　約190×50×20mm

ネームマーカーWNo.03-030
□入数：(10×36B)360入
□内容：本体約14cm
　　　　線幅(細)約1mm 
　　　　　　(極細)約0.5mm
□材質：ポリプロピレン
　　　　アルコール系油性染料
□原産国：中国
□備考：約20g
　　　　約190×50×15mm

ダブルマーカー(黒)No.03-068
□入数：(10×36B)360入
□内容：本体約14cm
　　　　線幅(細)約2mm
　　　　　　(太)約6mm
□材質：ポリプロピレン
　　　　アルコール系油性染料
□原産国：中国
□備考：約21g
　　　　約190×50×20mm

極細ダブルマーカー(黒)No.03-017
□入数：(10×120袋)1200入
□内容：本体約13.5cm
　　　　線幅(細)約0.3mm
　　　　　　(太)約0.7mm
□材質：PP
　　　　油性染料
□原産国：日本 
□備考：約8g
　　　　約190×50×10mm

なまえペン3PNo.03-028
□入数：(10×36B)360入
□内容：本体約13.5cm/3本
　　　　線幅約1mm
□材質：ポリプロピレン
　　　　アルコール系油性染料
□原産国：中国
□備考：約22g
　　　　約190×50×10mm

マーカーセット2PNo.03-029
□入数：(10×36B)360入
□内容：本体約13.5cm
　　　　線幅(細)約1mm
　　　　　　(太)約2mm
□材質：ポリプロピレン
　　　　アルコール系油性染料
□原産国：中国
□備考：約23g
　　　　約190×50×15mm
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修正ペンNo.03-081
□入数：(10×36B)360入
□内容：本体約13.5cm
　　　　約8ml
□材質：ナイロン樹脂
　　　　PP
　　　　PVC
　　　　メチルシクロヘキサン
　　　　酸化チタン
□原産国：台湾
□備考：約24g
　　　　約190×55×13mm

修正テープNo.03-181
□入数：(10×36B)360入
□内容：約5mm巾×12M
　　　　使い切りタイプ
　　　　色アソート
□材質：PS
　　　　PP
　　　　ABS
　　　　POM
□原産国：中国
□備考：約22g
　　　　約140×75×15mm

ノック式修正テープNo.03-183
□入数：(10×36B)360入
□内容：約5mm巾×6M
　　　　使い切りタイプ
　　　　色アソート
□材質：PS
　　　　PP
　　　　POM
□原産国：中国
□備考：約20g
　　　　約140×65×20mm

修正テープ 2P(ミニ)No.03-182
□入数：(10×36B)360入
□内容：約5mm巾×6M/2個
　　　　使い切りタイプ
　　　　色アソート
□材質：PS
　　　　PP
　　　　ABS
　　　　POM
□原産国：中国 
□備考：約20g
　　　　約140×60×15mm

硬筆ふでペンNo.03-049
□入数：(10×80袋)800入
□内容：本体約15.5cm
□材質：PVC
　　　　水性染料
　　　　ポリアセタール
□原産国：日本 
□備考：約11g
　　　　約190×50×10mm

ノック式ボールペン3PNo.03-134
□入数：(10×50袋)500入
□内容：本体約14cm/3本
　　　　ボール径約0.7mm
□材質：PS
　　　　TPR
　　　　ABS
　　　　PP
　　　　スチール
□原産国：中国 
□備考：約21g
　　　　約195×60×10mm

シャーペン＆ボールペンNo.03-135
□入数：(10×60袋)600入
□内容：本体約15.5cm
　　　　芯径0.5cm
　　　　ボール径約0.7mm
□材質：AS・ABS
　　　　スチール・TPR
　　　　油性インク
□原産国：中国
□備考：約15g
　　　　約185×50×15mm

ブラック2（ラバー付）No.03-039
□入数：(10×90袋)900入
□内容：本体約14cm
　　　　ボール径約0.7mm
□材質：AS
　　　　ABS
　　　　TPR
　　　　油性インク　
□原産国：中国
□備考：約14g
　　　　約190×50×10mm

軟筆ふでペンNo.03-051
□入数：(10×80袋)800入
□内容：本体約15.5cm
□材質：PVC
　　　　水性染料
　　　　ナイロン
□原産国：日本 
□備考：約11g
　　　　約190×50×10mm

うす墨ふでペンNo.03-050
□入数：(10×80袋)800入
□内容：本体約15.5cm
□材質：PVC
　　　　水性染料
　　　　ナイロン
□原産国：日本 
□備考：約11g
　　　　約190×50×10mm

えんぴつHBNo.03-060
□入数：(10×36袋)360入
□内容：本体約16cm/3本
　　　　キャップ付
□材質：スチロール
　　　　油
　　　　アメリカ杉
　　　　黒鉛
　　　　粘土
□原産国：日本 
□備考：約17g
　　　　約185×45×7mm

かきかた鉛筆BNo.03-062
□入数：(10×36袋)360入
□内容：本体約16cm/3本
　　　　キャップ付
□材質：スチロール
　　　　油
　　　　アメリカ杉
　　　　黒鉛
　　　　粘土
□原産国：日本 
□備考：約17g
　　　　約185×45×7mm

消しゴムつき鉛筆HBNo.03-061
□入数：(10×36袋)360入
□内容：本体約16cm/3本
　　　　キャップ付
□材質：スチロール
　　　　油
　　　　アメリカ杉
　　　　黒鉛
　　　　粘土
□原産国：日本 
□備考：約20g
　　　　約185×45×7mm

シャープペンシル替芯(HB)No.03-021
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：芯径0.5mm
　　　　長さ60mm
　　　　30本入
□材質：黒鉛
　　　　樹脂
　　　　ポリスチレン
　　　　ABS
□原産国：日本 
□備考：約9g
　　　　約190×50×5mm

シャープペンシル替芯(2B)No.03-026
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：芯径0.5mm
　　　　長さ60mm
　　　　30本入
□材質：黒鉛
　　　　樹脂
　　　　ポリスチレン
　　　　ABS
□原産国：日本 
□備考：約9g
　　　　約190×50×5mm

シャープペンシル替芯(B)No.03-025
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：芯径0.5mm
　　　　長さ60mm
　　　　30本入
□材質：黒鉛
　　　　樹脂
　　　　ポリスチレン
　　　　ABS
□原産国：日本 
□備考：約9g
　　　　約190×50×5mm

オレンジペン＆
　　　フィルムセット

No.03-203

□入数：(10×60袋)600入
□内容：ペン約14.5cm
　　　　シート約14×4cm
　　　　線幅約1mm
□材質：PP
　　　　水性染料
□原産国：日本 
□備考：約13g
　　　　約190×60×15mm

ノック式消しゴムNo.03-071
□入数：(10×36袋)360入
□内容：本体約12.5cm
　　　　色アソート
□材質：PP
　　　　POM
　　　　PVC
□原産国：台湾
□備考：約15g
　　　　約190×50×10mm

ノック式消しゴム用スペアNo.03-072
□入数：(10×36B)360入
□内容：本体約6.8×122mm
　　　　3本入
□材質：PVC
□原産国：台湾
□備考：約19g
　　　　約190×50×7(mm)

ミニ消しゴム3PNo.03-070
□入数：(10×50袋)500入
□内容：本体約42×17×11mm
　　　　3個入
□材質：PVC
□原産国：日本 
□備考：約35g
　　　　約190×50×13mm

スポイトセットNo.03-099
□入数：(10×40袋)400入
□内容：スポイト/2個
　　　　水入れ
□材質：PE
□原産国：日本
□備考：約14g
　　　　約170×80×20mm

グリーンマーカー＆
　レッドシートセット

No.03-204

□入数：(10×60袋)600入
□内容：ペン約14.5cm
　　　　シート約14×4cm
　　　　線幅約3mm
□材質：PP
　　　　水性染料
□原産国：日本 
□備考：約13g
　　　　約190×60×15mm
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ステンレスハサミ(L)No.04-134
□入数：(10×32B)320入
□内容：本体約180mm
　　　　色アソート
□材質：PP
　　　　ステンレススチール
□原産国：中国
□備考：約49g
　　　　約230×80×8mm

ステンレスハサミ(S)No.04-136
□入数：(10×36B)360入
□内容：本体約150mm
　　　　色アソート
□材質：PP
　　　　ステンレススチール
□原産国：中国
□備考：約47g
　　　　約230×80×8mm

黒刃カッターナイフ(大)No.04-090
□入数：(10×24B)240入
□内容：本体約16cm
　　　　色アソート
□材質：ABS樹脂
　　　　SK5炭素鋼
□原産国：中国
□備考：約80g
　　　　約200×80×20mm

事務ハサミNo.04-133
□入数：(10×30B)300入
□内容：本体約190mm
□材質：PP
　　　　ステンレススチール
□原産国：中国
□備考：約64g
　　　　約230×90×10mm

黒刃カッターナイフ(小)No.04-091
□入数：(10×30B)300入
□内容：本体約13cm
　　　　色アソート
□材質：ABS樹脂
　　　　SK5炭素鋼
□原産国：中国
□備考：約34g
　　　　約180×50×10mm

スタンプ補充液(黒)No.04-142
□入数：(10×70袋) 700入
□内容：約10cc
□材質：ポリエチレン
　　　　活性剤
　　　　水性染料インク
□原産国：日本
□備考：約15g
　　　　約130×60×22mm

スタンプ補充液(赤)No.04-143
□入数：(10×70袋) 700入
□内容：約10cc
□材質：ポリエチレン
　　　　活性剤
　　　　水性染料インク
□原産国：日本
□備考：約15g
　　　　約130×60×22mm

キュートゼムクリップ
　　　　　　(数字)

No.04-080

□入数：(10×100B) 1000入
□内容：10種×1個
□材質：
　スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：中国
□備考：約6g
　　　　約85×60×2mm

キュートゼムクリップ
　　　　(くだもの)

No.04-081

□入数：(10×100B) 1000入
□内容：5種×2個
□材質：
　スチールニッケルメッキ仕上
□原産国：中国
□備考：約6g
　　　　約85×60×2mm

フリーチャックNo.1No.04-051
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約50×70mm
　　　　B9対応
　　　　30枚入
　　　　厚み約0.08mm
□材質：ポリエチレン
□原産国：ベトナム
□備考：約30g
　　　　約135×130×15mm

フリーチャックNo.2No.04-050
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約58×83mm
　　　　A8対応
　　　　28枚入
　　　　厚み約0.08mm
□材質：ポリエチレン
□原産国：ベトナム
□備考：約37g
　　　　約160×100×15mm

フリーチャックNo.3No.04-052
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約70×100mm
　　　　B8対応
　　　　26枚入
　　　　厚み約0.08mm
□材質：ポリエチレン
□原産国：ベトナム
□備考：約48g
　　　　約160×100×15mm

フリーチャックNo.4No.04-053
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約85×120mm
　　　　A7対応
　　　　20枚入
　　　　厚み約0.08mm
□材質：ポリエチレン
□原産国：ベトナム
□備考：約52g
　　　　約195×110×15mm

フリーチャックNo.7No.04-055
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約140×200mm
　　　　B6対応
　　　　10枚入
　　　　厚み約0.08mm
□材質：ポリエチレン
□原産国：ベトナム
□備考：約60g
　　　　約260×155×10mm

フリーチャックNo.8No.04-056
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約170×240mm
　　　　A5対応
　　　　7枚入
　　　　厚み約0.08mm
□材質：ポリエチレン
□原産国：ベトナム
□備考：約63g
　　　　約205×150×10mm

フリーチャックNo.10No.04-058
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約240×340mm
　　　　A4対応
　　　　4枚入
　　　　厚み約0.08mm
□材質：ポリエチレン
□原産国：ベトナム
□備考：約71g
　　　　約280×200×5mm

フリーチャックNo.5No.04-054
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約100×140mm
　　　　B7対応
　　　　17枚入
　　　　厚み約0.08mm
□材質：ポリエチレン
□原産国：ベトナム
□備考：約50g
　　　　約205×125×6mm

フリーチャックNo.6No.04-059
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約114×168mm
　　　　A6対応
　　　　15枚入
　　　　厚み約0.08mm
□材質：ポリエチレン
□原産国：ベトナム
□備考：約66g
　　　　約220×145×10mm

フリーチャックNo.9No.04-057
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約200×280mm
　　　　B5対応
　　　　6枚入
　　　　厚み約0.08mm
□材質：ポリエチレン
□原産国：ベトナム
□備考：約71g
　　　　約240×170×10mm
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ラベル ソフト(80×105)No.04-200
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：本体80×105mm
　　　　1片×10枚
　　　　ソフト粘着タイプ
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約18g
　　　　約162×100×2mm

ラベル ソフト(31×51)No.04-201
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：本体31×51mm
　　　　4片×10枚
　　　　ソフト粘着タイプ
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約16g
　　　　約162×100×2mm

ラベル ソフト(19×77)No.04-202
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：本体19×77mm
　　　　5片×10枚
　　　　ソフト粘着タイプ
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約17g
　　　　約162×100×2mm

ラベル ソフト(24×53)No.04-203
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：本体24×53mm
　　　　6片×10枚
　　　　ソフト粘着タイプ
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約17g
　　　　約162×100×2mm

ラベル ソフト(25×37)No.04-204
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：本体25×37mm
　　　　8片×10枚
　　　　ソフト粘着タイプ
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約17g
　　　　約162×100×2mm

ラベル ソフト(12×24)No.04-205
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：本体12×24mm
　　　　24片×10枚
　　　　ソフト粘着タイプ
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約16g
　　　　約162×100×2mm

ラベル ハード(50×75)No.04-206
□入数：(10×80袋) 800入
□内容：本体50×75mm
　　　　2片×15枚
　　　　ハード粘着タイプ
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約24g
　　　　約162×100×2mm

ラベル ハード(19×77)No.04-207
□入数：(10×80袋) 800入
□内容：本体19×77mm
　　　　5片×15枚
　　　　ハード粘着タイプ
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約24g
　　　　約162×100×2mm

ラベル ハード(13×37)No.04-208
□入数：(10×80袋) 800入
□内容：本体13×37mm
　　　　14片×15枚
　　　　ハード粘着タイプ
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約24g
　　　　約162×100×2mm

ラベル ハード(12×24)No.04-209
□入数：(10×80袋) 800入
□内容：本体12×24mm
　　　　24片×15枚
　　　　ハード粘着タイプ
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約24g
　　　　約162×100×2mm

ラベル ハード(8×15)No.04-210
□入数：(10×80袋) 800入
□内容：本体8×15mm
　　　　42片×15枚
　　　　ハード粘着タイプ
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約22g
　　　　約162×100×2mm

ラベル ハード(80×105)No.04-233
□入数：(10×80袋) 800入
□内容：本体80×105mm
　　　　1片×15枚
　　　　ハード粘着タイプ
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約25g
　　　　約162×100×2mm

ラベル ハード(25×37)No.04-236
□入数：(10×80袋) 800入
□内容：本体25×37mm
　　　　8片×15枚
　　　　ハード粘着タイプ
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約24g
　　　　約162×100×2mm

インデックス(M)No.04-213
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：本体23×29mm
　　　　12片×16枚
　　　　1袋/枠2色
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約28g
　　　　約162×100×2mm

カラーインデックス(M)No.04-217
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：本体23×29mm
　　　　12片×10枚
　　　　1袋/10色
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約20g
　　　　約162×100×2mm

ラミネートインデックス(M)No.04-221
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：本体23×29mm
　　　　12片×6枚
　　　　1袋/枠2色
　　　　透明フィルム付
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　PET
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約18g
　　　　約162×100×2mm

インデックス(L)No.04-212
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：本体27×34mm
　　　　9片×16枚
　　　　1袋/枠2色
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約30g
　　　　約162×100×2mm

カラーインデックス(L)No.04-216
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：本体27×34mm
　　　　9片×10枚
　　　　1袋/10色
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約24g
　　　　約162×100×2mm

ラベル ハード(24×53)No.04-235
□入数：(10×80袋) 800入
□内容：本体24×53mm
　　　　6片×15枚
　　　　ハード粘着タイプ
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約24g
　　　　約162×100×2mm

ラミネートインデックス(L)No.04-220
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：本体27×34mm
　　　　9片×6枚
　　　　1袋/枠2色
　　　　透明フィルム付
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　PET
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約18g
　　　　約162×100×2mm

インデックス(LL)No.04-211
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：本体42×34mm
　　　　6片×16枚
　　　　1袋/枠2色　
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約30g
　　　　約162×100×2mm

インデックス(S)No.04-214
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：本体18×25mm
　　　　16片×16枚
　　　　1袋/枠2色
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約27g
　　　　約162×100×2mm

ラベル ハード(31×51)No.04-234
□入数：(10×80袋) 800入
□内容：本体31×51mm
　　　　4片×15枚
　　　　ハード粘着タイプ
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約23g
　　　　約162×100×2mm
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ホワイトボード(マグネット)No.04-017
□入数：(10×20袋) 200入
□内容：本体約255×180mm
□材質：PP
　　　　マグネット
□原産国：中国
□備考：約105g
　　　　約280×190×3mm

方眼目盛付マグネットシールNo.04-120
□入数：(10×16袋) 160入
□内容：本体約300×100mm
□材質：マグネット
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：中国
□備考：約77g
　　　　約330×108×1mm

パンチシート(透明)No.04-223
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：本体14.5mmΦ
　　　　穴径6mmΦ
　　　　30片×8枚
□材質：PET 
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約11g
　　　　約162×100×2mm

カラーシール(M)No.04-226
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：本体15mmΦ
　　　　35片×15枚
　　　　5色入
□材質：コート紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約27g
　　　　約162×100×2mm

ラミネート名前ラベル(L)No.04-229
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：本体35×105mm
　　　　2片×7枚
　　　　1袋/枠3色
　　　　透明フィルム付
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　PET
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約19g
　　　　約162×100×2mm

パンチシート(白)No.04-224
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：本体14.5mmΦ
　　　　穴径6mmΦ
　　　　30片×8枚
□材質：PET 
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約11g
　　　　約162×100×2mm

カラーシール(S)No.04-227
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：本体8mmΦ
　　　　96片×15枚
　　　　5色入
□材質：コート紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約25g
　　　　約162×100×2mm

ラミネート名前ラベル(S)No.04-230
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：本体13×38mm
　　　　14片×7枚
　　　　1袋/枠3色
　　　　透明フィルム付
□材質：上質紙
　　　　剥離紙
　　　　PET
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約25g
　　　　約162×100×2mm

カラーシール(L)No.04-225
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：本体20mmΦ
　　　　20片×15枚
　　　　5色入
□材質：コート紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約27g
　　　　約162×100×2mm

カラーシール(ミニ)No.04-228
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：本体5mmΦ
　　　　130片×15枚
　　　　5色入
□材質：コート紙
　　　　剥離紙
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約21g
　　　　約162×100×2mm

ホビーマグネット(角6P)
□入数：(10×36B) 360入
□内容：本体約13×9×5mm
　　　　　磁力約800ガウス
　　　　クッション両面テープ付
□材質：マグネット
□原産国：韓国
□備考：約25g
　　　　約130×70×5mm

No.04-125 ポケットアルファ(せともの)No.05-026
□入数：(10×40B) 400入
□内容：NET3g
□材質：アルミ
　　　　PE
　　　　シアノアクリレート
□原産国：台湾
□備考：約12g
　　　　約175×60×15mm

ポケットアルファ(多用途)No.05-029
□入数：(10×40B) 400入
□内容：NET3g
□材質：アルミ
　　　　PE
　　　　シアノアクリレート
□原産国：日本 
□備考：約12g
　　　　約175×60×15mm

ポケットアルファ(液体)No.05-024
□入数：(10×40B) 400入
□内容：NET3g
□材質：アルミ
　　　　PE
　　　　シアノアクリレート
□原産国：台湾
□備考：約12g
　　　　約175×60×15mm

ポケットアルファ(ゲル)No.05-027
□入数：(10×40B) 400入
□内容：NET3g
□材質：アルミ
　　　　PE
　　　　シアノアクリレート
□原産国：台湾
□備考：約12g
　　　　約175×60×15mm

瞬間ゼリーNo.05-021
□入数：(10×40B) 400入
□内容：NET3g
□材質：アルミ
　　　　PE
　　　　シアノアクリレート
□原産国：日本 
□備考：約11g
　　　　約195×60×15mm

ポケットアルファ(金属)No.05-025
□入数：(10×40B) 400入
□内容：NET3g
□材質：アルミ
　　　　PE
　　　　シアノアクリレート
□原産国：台湾
□備考：約12g
　　　　約175×60×15mm

ポケットアルファNo.05-022
□入数：(10×40B) 400入
□内容：NET2g
□材質：PP
　　　　PE
　　　　シアノアクリレート
□原産国：日本 
□備考：約16g
　　　　約175×60×20mm

万能ボンドNo.05-118
□入数：(10×30B) 300入
□内容：NET20ml
□材質：アルミ
　　　　PP
　　　　クロロプレンゴム
　　　　酢酸エチル
　　　　メチルシクロヘキサン
□原産国：台湾
□備考：約32g
　　　　約180×60×25mm

ゴム用ボンドNo.05-122
□入数：(10×30B) 300入
□内容：NET20ml
□材質：アルミ
　　　　PP
　　　　メチルシクロヘキサン
　　　　酢酸ブチル
　　　　レジン
□原産国：台湾
□備考：約33g
　　　　約180×60×25mm

クラフトボンドNo.05-115
□入数：(10×12B) 120入
□内容：NET100g
□材質：PE
　　　　PP
　　　　水
　　　　酢酸ビニール樹脂
□原産国：日本 
□備考：約117g
　　　　約175×85×30mm

木工用ボンドNo.05-114
□入数：(10×12B) 120入
□内容：NET80g
□材質：PE
　　　　PP
　　　　水
　　　　酢酸ビニール樹脂
□原産国：台湾
□備考：約105g
　　　　約180×90×30mm
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布カラー粘着テープ(茶)No.05-090
□入数：(10×12袋) 120入
□内容：約45mm幅×10M
□材質：ポリエステル
□原産国：中国
□備考：約90.5g
　　　　約45×Φ92mm

クラフト粘着テープNo.05-088
□入数：(10×12袋) 120入
□内容：約50mm幅×25M
□材質：クラフト紙
□原産国：中国
□備考：約142g
　　　　約50×Φ100mm

布カラー粘着テープ(白)No.05-091
□入数：(10×12袋) 120入
□内容：約45mm幅×10M
□材質：ポリエステル
□原産国：中国
□備考：約90.5g
　　　　約45×Φ92mm

布カラー粘着テープ(黒)No.05-092
□入数：(10×12袋) 120入
□内容：約45mm幅×10M
□材質：ポリエステル
□原産国：中国
□備考：約90.5g
　　　　約45×Φ92mm

布カラー粘着テープ(黄)No.05-093
□入数：(10×12袋) 120入
□内容：約45mm幅×10M
□材質：ポリエステル
□原産国：中国
□備考：約90.5g
　　　　約45×Φ92mm

布カラー粘着テープ(青)No.05-094
□入数：(10×12袋) 120入
□内容：約45mm幅×10M
□材質：ポリエステル
□原産国：中国
□備考：約90.5g
　　　　約45×Φ92mm

布カラー粘着テープ(赤)No.05-096
□入数：(10×12袋) 120入
□内容：約45mm幅×10M
□材質：ポリエステル
□原産国：中国
□備考：約90.5g
　　　　約45×Φ92mm

布カラー粘着テープ(緑)No.05-095
□入数：(10×12袋) 120入
□内容：約45mm幅×10M
□材質：ポリエステル
□原産国：中国
□備考：約90.5g
　　　　約45×Φ92mm

ビニールテープ3PNo.05-077
□入数：(10×20袋) 200入
□内容：約19mm幅×5M
　　　　3個入
□材質：PVC
□原産国：中国
□備考：約76g
　　　　約195×80×20mm

養生テープmini(白)No.05-089
□入数：(10×30袋) 300入
□内容：約18mm幅×4M
　　　　2個入
□材質：ポリエチレン
□原産国：中国
□備考：約27g
　　　　約155×72×20mm

養生テープ(緑)No.05-085
□入数：(10×12袋) 120入
□内容：約40mm幅×10M
□材質：ポリエチレン
□原産国：中国
□備考：約73g
　　　　約40×Φ90mm

養生テープ(白)No.05-086
□入数：(10×12袋) 120入
□内容：約40mm幅×10M
□材質：ポリエチレン
□原産国：中国
□備考：約73g
　　　　約40×Φ90mm

クリアテープNo.05-082
□入数：(10×10袋) 100入
□内容：約48mm幅×50M
　　　　48ミクロン
□材質：OPP
□原産国：中国
□備考：約190g
　　　　約48×Φ105mm

手で切れるクリアテープNo.05-083
□入数：(10×10袋) 100入
□内容：約48mm幅×50M
　　　　48ミクロン
□材質：OPP
□原産国：中国
□備考：約170g
　　　　約50×Φ100mm

アルミテープNo.05-084
□入数：(10×15袋) 150入
□内容：約50mm幅×7M
　　　　30ミクロン
　　　　光沢タイプ
□材質：アルミ
□原産国：中国
□備考：約83g
　　　　約50×Φ90mm

のりペン3PNo.05-011
□入数：(10×36B) 360入
□内容：NET10cc/3本
□材質：PE
　　　　PP
　　　　ポバール
□原産国：台湾
□備考：約42g
　　　　約175×55×10mm

合成のり3PNo.05-017
□入数：(10×12B) 120入
□内容：NET40cc/3本
□材質：PE
　　　　ポバール
□原産国：台湾
□備考：約148g
　　　　約160×105×25mm

ローラー液体のりNo.05-030
□入数：(10×36B) 360入
□原産国：台湾
□内容：NET35cc
　　　　色アソート
□材質：PP
　　　　PE
　　　　ABS
　　　　ポバール
□原産国：台湾
□備考：約50g
　　　　約180×60×30mm

固形スティックのりNo.05-019
□入数：(10×30B) 300入
□内容：NET25g
□材質：PE
　　　　PP
　　　　PVP
□原産国：台湾
□備考：約45g
　　　　約180×60×30mm

ハンディテープカッターNo.05-002
□入数：(10×20袋) 200入
□内容：本体約100×135×25mm
　　　　テープ付(約15mm幅×15M)
　　　　色アソート
□材質：ポリスチレン
　　　　ステンレス
　　　　テープ(OPP)
□原産国：台湾
□備考：約67g
　　　　約190×135×25mm

ミニテープカッターNo.05-003
□入数：(10×30B) 300入
□内容：本体約50×80×25mm
　　　　テープ付(約15mm幅×10M)
　　　　色アソート
□材質：ポリスチレン
　　　　ステンレス
　　　　テープ(OPP)
□原産国：台湾
□備考：約25g
　　　　約140×80×25mm

ミニテープ2PNo.05-076
□入数：(10×30B) 300入
□内容：約15mm幅×10M
　　　　2個入
　　　　プチカッター付
□材質：ポリスチレン
　　　　ポリエチレン
　　　　ステンレス
　　　　テープ(OPP)
□原産国：中国
□備考：約21g
　　　　約130×80×20mm

スティックのり2PNo.05-012
□入数：(10×18B) 180入
□内容：NET30cc/2本
□材質：PE
　　　　PP
　　　　ポバール
□原産国：台湾
□備考：約81g
　　　　約125×80×25mm

固形スティックのり2PNo.05-020
□入数：(10×30B) 300入
□内容：NET8g/2本
□材質：PE
　　　　PP
　　　　PVP
□原産国：台湾
□備考：約40g
　　　　約140×70×20mm
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ゴムバンド14号50gNo.05-100
□入数：(10×24B) 240入
□内容：切幅約1.1mm
　　　　折径約50mm
□材質：天然ゴム
□原産国：ベトナム
□備考：約72g
　　　　約95×135×35mm

モノトーンゴムバンド16号50gNo.05-112
□入数：(10×24B) 240入
□内容：切幅約1.1mm
　　　　折径約60mm
□材質：天然ゴム
□原産国：ベトナム
□備考：約72g
　　　　約95×135×35mm

ゴムバンド14号75gNo.05-130
□入数：(10×24B) 240入
□内容：切幅約1.1mm
　　　　折径約50mm
□材質：天然ゴム
□原産国：ベトナム
□備考：約96g
　　　　約93×136×35mm

ゴムバンド16号50gNo.05-101
□入数：(10×24B) 240入
□内容：切幅約1.1mm
　　　　折径約60mm
□材質：天然ゴム
□原産国：ベトナム
□備考：約72g
　　　　約95×135×35mm

カラーゴムバンド16号50gNo.05-106
□入数：(10×24B) 240入
□内容：切幅約1.1mm
　　　　折径約60mm
□材質：天然ゴム
□原産国：ベトナム
□備考：約72g
　　　　約95×135×35mm

ゴムバンド16号75gNo.05-131
□入数：(10×24B) 240入
□内容：切幅約1.1mm
　　　　折径約60mm
□材質：天然ゴム
□原産国：ベトナム
□備考：約96g
　　　　約93×136×35mm

カラーゴムバンド16号75gNo.05-133
□入数：(10×24B) 240入
□内容：切幅約1.1mm
　　　　折径約60mm
□材質：天然ゴム
□原産国：ベトナム
□備考：約96g
　　　　約93×136×35mm

ゴムバンド18号50gNo.05-102
□入数：(10×24B) 240入
□内容：切幅約1.1mm
　　　　折径約70mm
□材質：天然ゴム
□原産国：ベトナム
□備考：約72g
　　　　約95×135×35mm

ゴムバンド18号75gNo.05-132
□入数：(10×24B) 240入
□内容：切幅約1.1mm
　　　　折径約70mm
□材質：天然ゴム
□原産国：ベトナム
□備考：約96g
　　　　約93×136×35mm

幅広ゴムバンド(11×80)No.05-109
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：切幅約11mm
　　　　折径約80mm
　　　　10本入
□材質：天然ゴム
□原産国：ベトナム
□備考：約25g
　　　　約185×85×8mm

幅広ゴムバンド(17×120)No.05-110
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：切幅約17mm
　　　　折径約120mm
　　　　5本入
□材質：天然ゴム
□原産国：ベトナム
□備考：約26g
　　　　約185×85×8mm

幅広ゴムバンド(22×160)No.05-111
□入数：(10×30袋) 300入
□内容：切幅約22mm
　　　　折径約160mm
　　　　5本入
□材質：天然ゴム
□原産国：ベトナム
□備考：約41g
　　　　約185×85×10mm

木製おままごと
　　 目玉焼きセット

No.06-134

□入数：(10×30B)300入
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　形アソート
　　　　(目玉焼き・シイタケ/
　　　　 目玉焼き・チーズ)
□材質：NZパイン
　　　　水性塗料
　　　　ナイロン
□原産国：中国
□備考：約42g
　　　　約130×105×20mm

木製おままごとセット
　　 　にぎり寿司1

No.06-137

□入数：(10×30B)300入
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　形アソート
　　　　(マグロ・エビ/サーモン・イカ)
□材質：NZパイン
　　　　水性塗料
　　　　ナイロン
□原産国：中国
□備考：約35g
　　　　約120×105×30mm

木製おままごとセット
　　 　ハンバーガー

No.06-147

□入数：(10×30B)300入
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　形アソート
　　　　(バンズ 2個 /パティ・チーズ)
□材質：MDF
　　　　水性塗料
　　　　ナイロン
□原産国：中国
□備考：約62g
　　　　約150×115×18mm

木製おままごとセット
　　 　サンドイッチ

No.06-148

□入数：(10×30B)300入
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　形アソート
　　　　(食パン2枚 /トマト・レタス )
□材質：MDF
　　　　水性塗料
　　　　ナイロン
□原産国：中国
□備考：約72g
　　　　約150×115×18mm

木製おままごとセット
　クロワッサンサンド

No.06-149

□入数：(10×30B)300入
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　形アソート
　　　　(クロワッサン2個/
　　　　タマゴ・ハム)
□材質：MDF
　　　　水性塗料
　　　　ナイロン
□原産国：中国
□備考：約52g
　　　　約150×115×18mm

木製おままごとセット
　　 　にぎり寿司2

No.06-138

□入数：(10×30B)300入
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　形アソート
　　　　(中トロ・たこ/
　　　　ハンバーグ・玉子)
□材質：NZパイン
　　　　水性塗料
　　　　ナイロン
□原産国：中国
□備考：約38g
　　　　約120×105×30mm

木製おままごとセット
　　 　　　巻き寿司

No.06-139

□入数：(10×30B)300入
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　形アソート
　　　　(新香巻・納豆巻/
　　　　鉄火巻・河童巻)
□材質：ブナ
　　　　水性塗料
□原産国：中国
□備考：約45g
　　　　約120×105×30mm

木製おままごと
　　 おにぎりセット

No.06-135

□入数：(10×30B)300入
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　形アソート
　　　　(おにぎり・ウインナー/
　　　　おにぎり・エビフライ )
□材質：NZパイン
　　　　水性塗料
　　　　ナイロン
□原産国：中国
□備考：約36g
　　　　約130×105×20mm

木製おままごと
　　 ごちそうセット

No.06-136

□入数：(10×30B)300入
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　形アソート
　　　　(オムライス・赤カブ/
　　　　 ハンバーグ・白菜)
□材質：NZパイン
　　　　水性塗料
　　　　ナイロン
□原産国：中国
□備考：約42g
　　　　約130×105×20mm

木製おままごとセット
　　うみのいきもの

No.06-131

□入数：(10×30B)300入
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　形アソート
　　　　（イカ・タコ /カレイ・タイ）
□材質：イジュ
　　　　水性塗料
　　　　ナイロン
□原産国：中国
□備考：約52g
　　　　約130×105×20mm

木製おままごとセット
　　　　　くだもの

No.06-133

□入数：(10×30B)300入
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　形アソート
　　　　（洋梨・バナナ／ミカン・苺）
□材質：イジュ
　　　　水性塗料
　　　　ナイロン
□原産国：中国
□備考：約44g
　　　　約130×105×40mm
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木製おままごとセット
　　　まな板と包丁

No.06-130

□入数：(10×30B)300入
□内容：ST・CEマーク取得
□材質：合板
　　　　松
□原産国：中国
□備考：約46g
　　　　約225×120×10mm

木製汽車 先頭車両No.06-158
□入数：(10×30袋)300入 
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　色アソート
□材質：メープル・MDF
　　　　PE・鉄(ニッケルメッキ)
　　　　磁石・水性塗料
□原産国：中国
□備考：約44.3g
　　　　約130×110×30mm

木製汽車 後部車両(貨車)No.06-159
□入数：(10×30袋)300入 
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　色アソート
□材質：メープル・MDF
　　　　PE・鉄(ニッケルメッキ)
　　　　磁石・水性塗料
□原産国：中国
□備考：約46.9g
　　　　約130×110×30mm

木製汽車 後部車両(客車)No.06-160
□入数：(10×30袋)300入 
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　色アソート
□材質：メープル・MDF
　　　　PE・鉄(ニッケルメッキ)
　　　　磁石・水性塗料
□原産国：中国
□備考：約61.3g
　　　　約130×110×30mm

木製汽車 直線レール2本入No.06-161
□入数：(10×30袋)300入 
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　2本入
□材質：ケヤキ
□原産国：中国
□備考：約70.4g
　　　　約215×90×25mm

木製汽車 曲線レール2本入No.06-162
□入数：(10×30袋)300入 
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　2本入
□材質：ケヤキ
□原産国：中国
□備考：約52.1g
　　　　約220×95×25mm

木製汽車 標識3本入No.06-163
□入数：(10×30袋)300入 
□内容：ST・CEマーク取得
□材質：カバノキ・MDF
　　　　メープル
　　　　水性塗料
□原産国：中国
□備考：約26.8g
　　　　約160×110×25mm

木製汽車 駅看板No.06-164
□入数：(10×18B)180入 
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　色アソート
□材質：カバノキ・MDF
　　　　メープル
　　　　水性塗料
□原産国：中国
□備考：約66.5g
　　　　約200×160×25mm

木製おままごとセット
　　　　　ピザ生地

No.06-150

□入数：(10×30B)300入 
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　2枚入
□材質：MDF・ナイロン
　　　　水性塗料
□原産国：中国
□備考：約63g
　　　　約165×135×12mm

木製おままごとセット
　　　 ピザカッター

No.06-152

□入数：(10×30B)300入 
□内容：ST・CEマーク取得
□材質：MDF・NZパイン
　　　　水性塗料
□原産国：中国
□備考：約181g
　　　　約180×105×15mm

木製おままごとセット
　　　　ピザの具材

No.06-151

□入数：(10×30B)300入 
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　形アソート
　　　　(サラミ・マッシュルーム・エビ
　　　　/ウインナー・ブロッコリー・タマゴ)
□材質：MDF・ナイロン
　　　　水性塗料
□原産国：中国
□備考：約20g
　　　　約120×105×7mm

木のくるまNo.06-140
□入数：(10×30B)300入
□内容：CEマーク取得
　　　　形アソート
　　　　(乗用車・バス)
□材質：NZパイン
　　　　水性染料
□原産国：中国
□備考：約64g
　　　　約165×105×55mm

木のおかねNo.06-141
□入数：(10×30B)300入
□内容：CEマーク取得
　　　　柄アソート
□材質：合板
　　　　水性塗料
□原産国：中国
□備考：約10g
　　　　約110×105×5mm

木製お魚つりセット
　　　　　つりざお

No.06-165

□入数：(10×30袋) 300入
□内容：ST・CEマーク取得
□材質：イジュ
　　　　綿・磁石
　　　　水性塗料
□原産国：中国
□備考：約23g
　　　　約270×70×25mm

木製お魚つりセット
　　　お魚＜2ひき＞

No.06-144

□入数：(10×30B) 300入
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　形アソート
　　　　(青魚・黄魚/緑魚・橙魚)
□材質：MDF
　　　　水性塗料
　　　　鉄
□原産国：中国
□備考：約27g
　　　　約140×115×8mm

木製お魚つりセット
　　　海のおとしもの

No.06-146

□入数：(10×30B) 300入
□内容：ST・CEマーク取得
　　　　形アソート
　　　　(帽子・長靴/タイヤ・空き缶)
□材質：MDF
　　　　水性塗料
　　　　鉄
□原産国：中国
□備考：約30g
　　　　約145×115×8mm

すうじつみき0・1No.06-153
□入数：(10×30袋)300入 
□内容：ST・CEマーク取得
□材質：パイン材
　　　　水性塗料
□原産国：中国
□備考：約34.6g
　　　　約130×110×20mm

すうじつみき2・3No.06-154
□入数：(10×30袋)300入 
□内容：ST・CEマーク取得
□材質：パイン材
　　　　水性塗料
□原産国：中国
□備考：約29.2g
　　　　約125×110×20mm

すうじつみき4・5No.06-155
□入数：(10×30袋)300入 
□内容：ST・CEマーク取得
□材質：パイン材
　　　　水性塗料
□原産国：中国
□備考：約29.3g
　　　　約130×110×20mm

すうじつみき6・7No.06-156
□入数：(10×30袋)300入 
□内容：ST・CEマーク取得
□材質：パイン材
　　　　水性塗料
□原産国：中国
□備考：約28.9g
　　　　約130×110×20mm

すうじつみき8・9No.06-157
□入数：(10×30袋)300入 
□内容：ST・CEマーク取得
□材質：パイン材
　　　　水性塗料
□原産国：中国
□備考：約31.7g
　　　　約125×110×20mm

スマホ用防水ケースNo.06-074
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約180×95mm
　　　　ストラップ付(約63cm)
□材質：PVC
　　　　ストラップ(PP・ナイロン)
□原産国：中国
□備考：約30g
　　　　約205×120×15mm

スマホ用防水ケース (お風呂用)No.06-075
□入数：(10×40袋)400入
□内容：本体約180×105mm
□材質：PVC
□原産国：中国
□備考：約21g
　　　　約210×120×5mm
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のびるねんど(白)No.06-212
□入数：(10×24袋) 240入
□内容：約40g
□材質：樹脂系中空体
　　　　合成糊剤
　　　　石鹸
　　　　繊維
　　　　水
□原産国：日本
□備考：約43g
　　　　約170×120×20mm

のびるねんど(赤)No.06-213
□入数：(10×24袋) 240入
□内容：約40g
□材質：樹脂系中空体
　　　　合成糊剤
　　　　石鹸
　　　　繊維
　　　　水
□原産国：日本
□備考：約43g
　　　　約170×120×20mm

のびるねんど(青)No.06-214
□入数：(10×24袋) 240入
□内容：約40g
□材質：樹脂系中空体
　　　　合成糊剤
　　　　石鹸
　　　　繊維
　　　　水
□原産国：日本
□備考：約43g
　　　　約170×120×20mm

のびるねんど(黄)No.06-215
□入数：(10×24袋) 240入
□内容：約40g
□材質：樹脂系中空体
　　　　合成糊剤
　　　　石鹸
　　　　繊維
　　　　水
□原産国：日本
□備考：約43g
　　　　約170×120×20mm

ドライブレコーダーステッカーNo.06-041
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：本体約34×126mm
□材質：合成紙
　　　　再剥離平版用黄セパ
□原産国：日本 
□備考：約3g
　　　　約175×40×0.5mm

初心者マーク(吸盤)No.06-030

□入数：(10×60袋) 600入
□内容：ラミネート加工
□材質：PP
　　　　PVC
　　　　アクリル反射材
□原産国：中国
□備考：約16g
　　　　約240×130×10mm

国際シンボルマーク
　　　　　　(吸盤)

No.06-032

□入数：(10×60袋) 600入
□内容：ラミネート加工
□材質：PP
　　　　PVC
　　　　アクリル反射材
□原産国：中国
□備考：約10g
　　　　約210×130×10mm

国際シンボルマーク
 　　　 (マグネット)

No.06-038

□入数：(10×30袋) 300入
□内容：ラミネート加工
□材質：
　バックコーティングマグネット
□原産国：中国
□備考：約32g
　　　　約190×125×1mm

初心者マーク
　　　　(マグネット)

No.06-036

□入数：(10×30袋) 300入
□内容：ラミネート加工
□材質：
　バックコーティングマグネット
□原産国：中国
□備考：約36g
　　　　約220×125×1mm

貼ってはがせる初心者マークNo.06-042
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：非粘着静電気シール
□材質：PP
□原産国：中国
□備考：約6g
　　　　約215×125×0.4mm

貼ってはがせる高齢者マークNo.06-043
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：非粘着静電気シール
□材質：PP
□原産国：中国
□備考：約6g
　　　　約165×140×0.4mm

高齢者マーク
　　　　(マグネット)

No.06-040

□入数：(10×30袋) 300入
□内容：ラミネート加工
□材質：
　バックコーティングマグネット
□原産国：中国
□備考：約34g
　　　　約205×140×1mm

ドライブレコーダーステッカー (大)No.06-044
□入数：(10×100袋) 1000入
□内容：本体約115×120mm
□材質：合成紙
　　　　再剥離平版用黄セパ
□原産国：日本 
□備考：約10g
　　　　約180×130×0.7mm

高齢者マーク(吸盤)No.06-029

□入数：(10×60袋) 600入
□内容：ラミネート加工
□材質：PP
　　　　PVC
　　　　アクリル反射材
□原産国：中国
□備考：約16g
　　　　約240×150×10mm

さびとりゼリー(自転車用)No.06-026
□入数：(10×40B) 400入 
□内容：NET20g
□材質：結晶性シリカ
　　　　水
　　　　鉱油
　　　　容器(アルミ・PP)
□原産国：日本
□備考：約32g
　　　　約180×80×30mm

金属錆とりNo.06-025
□入数：(10×30B) 300入
□内容：NET25g
□材質：炭化ケイ素
　　　　鉱油
　　　　防錆剤
　　　　炭酸カルシウム
　　　　容器(アルミ・PP)
□原産国：台湾
□備考：約34g
　　　　約180×60×20mm

耐震テープNo.06-108
□入数：(10×40B) 400入
□内容：本体約長さ40cm×幅30mm
　　　　厚さ2mm
□材質：熱可塑性ポリウレタン
□原産国：中国
□備考：約30g
　　　　約140×60×8mm

つっぱり棒用ずれ防止マットNo.06-107
□入数：(10×42B) 420入
□内容：本体約Φ30mm/6個
　　　　厚さ3mm
□材質：熱可塑性ポリウレタン
□原産国：中国
□備考：約20g
　　　　約140×90×3mm

スマホ用スピーカーNo.06-076
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：本体約6cm
　　　　色アソート
□材質：シリコン
　　　　ABS
□原産国：中国
□備考：約21g
　　　　約60×Φ28mm

キークリップNo.06-073
□入数：(10×100B) 1000入
□内容：本体約35×20mm
　　　　耐荷重量1kg
　　　　2色入
□材質：ポリプロピレン
□原産国：中国
□備考：約8g
　　　　約90×75×20mm
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グロー球(FG-1E/5P)No.07-155
□入数：(10×50B)500入
□内容：FG-1E/10~30W用
　　　　FG-5P/25~32W用
□材質：PVC
　　　　真鍮
　　　　他
□原産国：中国
□備考：約12g
　　　　約105×60×20mm

レフ30WNo.07-156
□入数：(10×50B)500入
□内容：100V30W
　　　　E-17口金
　　　　アルミ二ウム反射型
□材質：ガラス
　　　　真鍮
　　　　フィラメント
　　　　他
□原産国：中国
□備考：約14g
　　　　約130×80×45mm

ナツメ5W(クリア)No.07-152
□入数：(10×50B)500入
□内容：100V5W
　　　　E-12口金
□材質：ガラス
　　　　真鍮
　　　　フィラメント
　　　　他
□原産国：中国
□備考：約10g
　　　　約100×60×20mm

ナツメ5W(ホワイト)No.07-151
□入数：(10×50B)500入
□内容：100V5W
　　　　E-12口金
□材質：ガラス
　　　　真鍮
　　　　フィラメント
　　　　他
□原産国：中国
□備考：約10g
　　　　約100×60×20mm

グロー球(ホワイト)No.07-153
□入数：(10×50B)500入
□内容：FG-1E
　　　　10~30W用
□材質：PVC
　　　　真鍮
　　　　他
□原産国：中国
□備考：約13g
　　　　約105×60×20mm

レフ40WNo.07-157
□入数：(10×50B)500入
□内容：100V40W
　　　　E-17口金
　　　　アルミ二ウム反射型
□材質：ガラス
　　　　真鍮
　　　　フィラメント
　　　　他
□原産国：中国
□備考：約14g
　　　　約130×80×45mm

小丸7W(ホワイト)No.07-160
□入数：(10×50B)500入
□内容：100V7W
　　　　E-26口金
　　　　PSEマーク付
□材質：ガラス
　　　　真鍮
　　　　フィラメント
　　　　他
□原産国：中国
□備考：約17g
　　　　約130×80×40mm

ミニ25W(ホワイト)No.07-158
□入数：(10×50B)500入
□内容：100V25W
　　　　E-17口金
□材質：ガラス
　　　　真鍮
　　　　フィラメント
　　　　他
□原産国：中国
□備考：約10g
　　　　約130×80×35mm

小丸7W(クリア)No.07-161
□入数：(10×50B)500入
□内容：100V7W
　　　　E-26口金
　　　　PSEマーク付
□材質：ガラス
　　　　真鍮
　　　　フィラメント
　　　　他
□原産国：中国
□備考：約17g
　　　　約130×80×40mm

ミニ40W(ホワイト)No.07-159
□入数：(10×50B)500入
□内容：100V40W
　　　　E-17口金
□材質：ガラス
　　　　真鍮
　　　　フィラメント
　　　　他
□原産国：中国
□備考：約10g
　　　　約130×80×35mm

ローソク5W(ホワイト)No.07-164
□入数：(10×50B)500入
□内容：100V5W
　　　　E-12口金
□材質：ガラス
　　　　真鍮
　　　　フィラメント
　　　　他
□原産国：中国
□備考：約10g
　　　　約105×60×20mm

LED電球(白色)No.07-165
□入数：(10×100B) 1000入
□内容：100V0.5W
　　　　E-12口金
□材質：ポリスチレン
　　　　ABS
　　　　真鍮ニッケルメッキ
□原産国：中国
□備考：約8g
　　　　約110×50×22mm

LED電球(電球色)No.07-166
□入数：(10×100B) 1000入
□内容：100V0.5W
　　　　E-12口金
□材質：ポリスチレン
　　　　ABS
　　　　真鍮ニッケルメッキ
□原産国：中国
□備考：約8g
　　　　約110×50×22mm

ミニクリプトン電球60W
　　　　　　　(クリア)

No.07-177

□入数：(10×50B) 500入
□内容：100V60W
　　　　E-17口金
□材質：ガラス
　　　　真鍮
　　　　フィラメント
　　　　他
□原産国：中国
□備考：約10g
　　　　約120×85×35mm

ミニクリプトン電球40W
　　　　　　 (ホワイト)

No.07-174

□入数：(10×50B) 500入
□内容：100V40W
　　　　E-17口金
□材質：ガラス
　　　　真鍮
　　　　フィラメント
　　　　他
□原産国：中国
□備考：約10g
　　　　約120×85×35mm

ミニクリプトン電球40W
　　　　　　　(クリア)

No.07-175

□入数：(10×50B) 500入
□内容：100V40W
　　　　E-17口金
□材質：ガラス
　　　　真鍮
　　　　フィラメント
　　　　他
□原産国：中国
□備考：約10g
　　　　約120×85×35mm

ミニクリプトン電球60W
　　　　　　 (ホワイト)

No.07-176

□入数：(10×50B) 500入
□内容：100V60W
　　　　E-17口金
□材質：ガラス
　　　　真鍮
　　　　フィラメント
　　　　他
□原産国：中国
□備考：約10g
　　　　約120×85×35mm

ゴム手袋(S)No.07-044
□入数：(10×24袋) 240入
□内容：全長約32cm
　　　　中指の長さ約7.2cm
　　　　厚手タイプ
　　　　抗菌防臭加工
　　　　色アソート
□材質：天然ゴム
　　　　綿(植毛)
□原産国：ベトナム
□備考：約58g
　　　　約265×140×10mm

ゴム手袋(LL)No.07-043
□入数：(10×24袋) 240入
□内容：全長約32cm
　　　　中指の長さ約9cm
　　　　厚手タイプ
　　　　抗菌防臭加工
　　　　色アソート
□材質：天然ゴム
　　　　綿(植毛)
□原産国：ベトナム
□備考：約74g
　　　　約265×140×10mm

ゴム手袋(L)No.07-042
□入数：(10×24袋) 240入
□内容：全長約32cm
　　　　中指の長さ約8.5cm
　　　　厚手タイプ
　　　　抗菌防臭加工
　　　　色アソート
□材質：天然ゴム
　　　　綿(植毛)
□原産国：ベトナム
□備考：約67g
　　　　約265×140×10mm

ゴム手袋(M)No.07-041
□入数：(10×24袋) 240入
□内容：全長約32cm
　　　　中指の長さ約8.3cm
　　　　厚手タイプ
　　　　抗菌防臭加工
　　　　色アソート
□材質：天然ゴム
　　　　綿(植毛)
□原産国：ベトナム
□備考：約64g
　　　　約265×140×10mm

ピーラーグローブ(右手用)No.07-185
□入数：(10×18袋) 180入
□内容：1枚入
　　　　全長約27cm
　　　　中指の長さ約7.4cm
□材質：PVC
         　　綿
□原産国：中国
□備考：約96g
　　　　約335×150×30mm

ピーラーグローブ(左手用)No.07-186
□入数：(10×18袋) 180入
□内容：1枚入
　　　　全長約27cm
　　　　中指の長さ約7.4cm
□材質：PVC
         　　綿
□原産国：中国
□備考：約96g
　　　　約335×150×30mm
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クッキング用たこ糸No.07-024
□入数：(10×32袋)320入
□内容：30M
　　　　20番/5×3
□材質：綿100％
□原産国：日本
□備考：約22g
　　　　約150×90×20mm

クッキング用骨抜きNo.07-129
□入数：(10×36B) 360入
□内容：本体約12cm
□材質：ステンレススチール
□原産国：中国
□備考：約32g
　　　　約180×70×14mm

ラテアートステンシルNo.07-056
□入数：(10×50袋) 500入
□内容：約132×85mm/5枚入
　柄アソート(洋風・和風)
□材質：PP
□原産国：中国
□備考：約18g
　　　　約140×100×3mm

三角巾No.07-170
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：約60×60×88cm
□材質：ポリエステル
　　　　綿
□原産国：中国
□備考：約28g
　　　　約275×120×5mm

レンジフードフィルターNo.07-051
□入数：(10×50袋) 500入
□内容：本体約40×60cm
　取付用ワンタッチテープ6枚入
□材質：難燃性不織布 
　(再生ポリエステル
　レーヨン
　融着ポリエステル
　リン系難燃アクリル樹脂)
□原産国：日本
□備考：約15g
　　　　約260×170×15mm

スクールぞうきんNo.07-065
□入数：(10×20袋) 200入
□内容：約20×30cm/2枚
　　　　フックひも付
□材質：ポリエステル
　　　　綿
□原産国：中国
□備考：約65g
　　　　約230×150×20mm

お片付けマスカーテープ
　　 550mm×10M

No.07-255

□入数：(10×18袋)180入
□内容：テープ幅18mm
□材質：紙
　　　　PE
　　　　ゴム系粘着剤
□原産国：中国
□備考：約62.5g
　　　　約95×Φ50mm

お片付けマスカーテープ
　　 1100mm×6M

No.07-256

□入数：(10×12袋)120入
□内容：テープ幅18mm
□材質：紙
　　　　PE
　　　　ゴム系粘着剤
□原産国：中国
□備考：約78.5g
　　　　約165×Φ50mm

ぴったり手袋No.07-055
□入数：(10×40袋)400入 
□内容：6枚入
　　　　全長約23.5cm
　　　　中指の長さ約8.3cm
　　　　手のひらまわり約19.0cm
　　　　　　食品衛生試験合格商品
□材質：ニトリルゴム
□原産国：中国
□備考：約23g
　　　　約272×120×5mm

使い捨てポリ手袋No.07-141
□入数：(10×36袋) 360入
□内容：全長約29cm/20枚
　　　　中指の長さ約8cm
　　　　　手のひらまわり約27cm
　　　　　　食品衛生試験合格商品
□材質：低密度ポリエチレン
□原産国：ベトナム
□備考：約42g
　　　　約270×120×15mm

お徳用ポリ手袋No.07-140
□入数：(10×24袋) 240入
□内容：全長約28cm/50枚
　　　　　　食品衛生試験合格商品
□材質：ポリエチレン
□原産国：中国
□備考：約62g
　　　　約270×140×8mm

□入数：(10×60B) 600入
□内容：容量約40ml
　　　　本体約110×32mm
　　　　食品衛生試験合格商品
□材質：PET樹脂
　　　　ポリプロピレン
　　　　ポリエチレン
□原産国：台湾
□備考：約21g
　　　　約136×40×40mm

醤油用スプレーボトルNo.07-049
□入数：(10×60B) 600入
□内容：容量約40ml
　　　　本体約110×35mm
　　　　食品衛生試験合格商品
□材質：PET樹脂
　　　　ポリプロピレン
　　　　ポリエチレン
□原産国：台湾
□備考：約23g
　　　　約136×40×40mm

No.07-054 オイル用ドロップポンプ
□入数：(10×60B) 600入
□内容：容量約40ml
　　　　本体約108×33mm
　　　　食品衛生試験合格商品
□材質：PET樹脂
　　　　ポリプロピレン
　　　　ポリエチレン
□原産国：台湾
□備考：約21g
　　　　約136×40×40mm

お酢用スプレーボトルNo.07-253

□入数：(10×60B) 600入
□内容：容量約40ml
　　　　本体約110×35mm
　　　　食品衛生試験合格商品
□材質：PET樹脂
　　　　ポリプロピレン
　　　　ポリエチレン
□原産国：台湾
□備考：約23g
　　　　約136×40×40mm

ソース用ドロップポンプNo.07-254
□入数：(10×32B) 320入
□内容：本体約14.7cm
　　　　色アソート
□材質：ステンレススチール
　　　　PP
　　　　TPR
□原産国：中国
□備考：約65g
　　　　約185×95×15mm

分別はさみNo.1No.07-116
□入数：(10×32B) 320入
□内容：本体約13.8cm
　　　　色アソート
□材質：ステンレススチール
　　　　PP
　　　　TPR
□原産国：中国
□備考：約66g
　　　　約185×95×15mm

分別はさみNo.2No.07-117

オープナー持ち歩きタイプNo.07-118
□入数：(10×90袋)900入
□内容：本体約60×52×12mm
　　　　チェーン付
　　　　色アソート
□材質：ABS
　　　　銅ニッケルメッキ
□原産国：日本
□備考：約12g
　　　　約145×105×13mm

オープナー多機能タイプNo.07-119
□入数：(10×66袋)660入
□内容：本体約103×65×12mm
　　　　色アソート
□材質：ABS
□原産国：日本
□備考：約21g
　　　　約125×75×12mm

マンガン乾電池(単2)No.07-102
□入数：(10×20B) 200入
□内容：形式R14P/2本
□材質：鉄
□原産国：中国
□備考：約93g
　　　　約50×50×25mm

マンガン乾電池(単1)No.07-101
□入数：(10×12B) 120入
□内容：形式R20P/2本
□材質：鉄
□原産国：中国
□備考：約187g
　　　　約60×65×30mm

□入数：(10×12B) 120入
□内容：形式R6P/8本
□材質：鉄
□原産国：中国
□備考：約120g
　　　　約50×115×15mm

マンガン乾電池(単3)No.07-103 マンガン乾電池(単4)No.07-104
□入数：(10×20B) 200入
□内容：形式R03P/8本
□材質：鉄
□原産国：中国
□備考：約68g
　　　　約45×85×10mm

ジャストフィーS(白)No.07-131
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：全長約19.5cm
　　　　手のひらまわり約17cm
　　　　すべり止め付
□材質：ナイロン100%
　　　　ポリエステル100％
　　　　ラテックス
　　　　すべり止め(PVC)
□原産国：中国
□備考：約27g
　　　　約275×115×9mm
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メッシュ29(丸)No.07-007
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約29×20cm
　　　　だ円型
□材質：ポリエステル
　　　　ファスナー(アルミ)
□原産国：ベトナム
□備考：約19g
　　　　約290×190×5mm

ネット50(角)No.07-003
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約50×35cm
　　　　角型
□材質：ポリエステル
　　　　ファスナー(アルミ)
□原産国：ベトナム
□備考：約35g
　　　　約265×180×30mm

メッシュ50(角)No.07-004
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約50×35cm
　　　　角型
□材質：ポリエステル
　　　　ファスナー(アルミ)
□原産国：ベトナム 
□備考：約30g
　　　　約265×180×15mm

メッシュ13(円柱)No.07-015
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約13×10cm
　　　　円柱型
　　　　吊りひも付
□材質：ポリエステル
　　　　ファスナー(アルミ)
□原産国：ベトナム
□備考：約16g
　　　　約165×120×10mm

レインコート(L)No.07-071
□入数：(10×20袋) 200入
□内容：着丈約120cm
　身長の目安160~180cm
□材質：PEVA
□原産国：中国
□備考：約74g
　　　　約270×170×15mm

こども用レインコート(クリア)No.07-074
□入数：(10×20袋) 200入
□内容：着丈約90cm
　身長の目安110~140cm
□材質：PEVA
□原産国：中国
□備考：約59g
　　　　約270×170×15mm

レインパーカー(L)No.07-078
□入数：(10×20袋) 200入
□内容：着丈約85cm
　身長の目安160~180cm
□材質：PEVA
□原産国：中国
□備考：約60g
　　　　約270×170×15mm

レインコート(M)No.07-072
□入数：(10×20袋) 200入
□内容：着丈約110cm
　身長の目安150~170cm
□材質：PEVA
□原産国：中国
□備考：約72g
　　　　約270×170×15mm

レインジャケット(L)No.07-076
□入数：(10×20袋) 200入
□内容：着丈約88cm
　身長の目安160~180cm
□材質：PEVA
□原産国：中国
□備考：約62g
　　　　約270×170×15mm

レインコート(S)No.07-073
□入数：(10×20袋) 200入
□内容：着丈約100cm
　身長の目安140~160cm
□材質：PEVA
□原産国：中国
□備考：約64g
　　　　約270×170×15mm

レインパンツ(L)No.07-077
□入数：(10×20袋) 200入
□内容：股下約71cm
　身長の目安160~180cm
□材質：PEVA
□原産国：中国
□備考：約44g
　　　　約270×170×15mm

アイロン用あて布No.07-069
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約49×34cm
□材質：ポリエステル
　　　　テトロン
　　　　綿混紡
□原産国：ベトナム
□備考：約42g
　　　　約280×135×5mm

アルカリ乾電池(単1)No.07-111
□入数：(10×10B) 100入
□内容：形式LR20
□材質：鉄
□原産国：中国
□備考：約142g
　　　　約90×55×30mm

アルカリ乾電池(単2)No.07-112
□入数：(10×20B) 200入
□内容：形式LR14
□材質：鉄
□原産国：中国
□備考：約70g
　　　　約90×45×25mm

アルカリ乾電池(単3)No.07-113
□入数：(10×20B) 200入
□内容：形式LR6/4本
□材質：鉄
□原産国：中国
□備考：約96g
　　　　約90×75×10mm

アルカリ乾電池(単4)No.07-114
□入数：(10×40B) 400入
□内容：形式LR03/4本
□材質：鉄
□原産国：中国
□備考：約50g
　　　　約90×50×10mm

ネット60(角)No.07-009
□入数：(10×20袋) 200入
□内容：本体約60×60cm
　　　　角型
□材質：ポリエステル
　　　　ファスナー(アルミ)
□原産国：ベトナム
□備考：約60g
　　　　約310×150×30mm

ネット30(Box)No.07-006
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約30×22×17cm
　　　　ボックス型
□材質：ポリエステル
　　　　ファスナー(アルミ)
□原産国：ベトナム
□備考：約32g
　　　　約200×150×20mm

メッシュ60(角)No.07-010
□入数：(10×20袋) 200入
□内容：本体約60×60cm
　　　　角型
□材質：ポリエステル
　　　　ファスナー(アルミ)
□原産国：ベトナム
□備考：約50g
　　　　約310×150×30mm

メッシュ33(円柱)No.07-018
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約33×22cm
　　　　円柱型
□材質：ポリエステル
　　　　ファスナー(アルミ)
□原産国：ベトナム
□備考：約28g
　　　　約190×165×10mm

メッシュ30(Box)No.07-017
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約30×22×17cm
　　　　ボックス型
□材質：ポリエステル
　　　　ファスナー(アルミ)
□原産国：ベトナム
□備考：約35g
　　　　約190×150×10mm

メッシュ23(円柱)No.07-016
□入数：(10×40袋) 400入
□内容：本体約23×18cm
　　　　円柱型
　　　　吊りひも付
□材質：ポリエステル
　　　　ファスナー(アルミ)
□原産国：ベトナム
□備考：約30g
　　　　約300×220×20mm
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包帯止めNo.08-043
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：12個入
　　　　ケース付
□材質：ポリエステル
　　　　ゴム糸
　　　　留め具(ブリキ)
　　　　ケース(PVC)
□原産国：日本 
□備考：約5g
　　　　約135×55×5mm

伸びない包帯(小)No.08-042
□入数：(10×63袋)630入
□内容：54mm幅×4.5M
□材質：レーヨン
　　　　ナイロン
□原産国：日本 
□備考：約18g
　　　　約60×Φ45mm

伸びない包帯(大)No.08-041
□入数：(10×45袋)450入
□内容：67.5mm幅×4.5M
□材質：レーヨン
　　　　ナイロン
□原産国：日本 
□備考：約22g
　　　　約75×Φ45mm

ぴったり包帯75No.08-126
□入数：(10×36B) 360入
□内容：約75mm幅×伸長時2.5M
　　　　自着性伸縮タイプ
□材質：不織布
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：中国
□備考：約23g
　　　　約140×110×50mm

ぴったり包帯50No.08-125
□入数：(10×36B) 360入
□内容：約50mm幅×伸長時3M
　　　　自着性伸縮タイプ
□材質：不織布
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：中国
□備考：約18g
　　　　約140×110×40mm

ぴったり包帯25No.08-124
□入数：(10×36B) 360入
□内容：約25mm幅×伸長時4.5M
　　　　自着性伸縮タイプ
□材質：不織布
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：中国
□備考：約12g
　　　　約140×110×30mm

ネット包帯2PNo.08-003
□入数：(10×90袋) 900入
□内容：
　2号/20mm幅×伸長時60cm
　3号/30mm幅×伸長時60cm
□材質：綿
　　　　ポリエステル
　　　　天然ゴム
□原産国：日本 
□備考：約8g
　　　　約170×80×8mm

抗菌伸縮包帯(大)No.08-047
□入数：(10×50袋)500入 
□内容：65mm幅×伸長時4.0M
□材質：綿
　　　　ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約19g
　　　　約71×Φ42mm

抗菌伸縮包帯(小)No.08-048
□入数：(10×84袋)840入 
□内容：38mm幅×伸長時4.0M
□材質：綿
　　　　ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本
□備考：約12g
　　　　約42×Φ42mm

ネット包帯4号No.08-211
□入数：(10×100袋)1000入 
□内容：
　45mm幅×伸長時60cm
□材質：綿
　　　　ポリエステル
　　　　天然ゴム
□原産国：日本
□備考：約9g
　　　　約170×80×3mm

ネット包帯6号No.08-212
□入数：(10×90袋)900入 
□内容：
　75mm幅×伸長時50cm
□材質：綿
　　　　ポリエステル
　　　　天然ゴム
□原産国：日本
□備考：約13g
　　　　約170×80×7mm

ネット包帯5号No.08-213
□入数：(10×90袋)900入 
□内容：
　55mm幅×伸長時60cm
□材質：綿
　　　　ポリエステル
　　　　天然ゴム
□原産国：日本
□備考：約11g
　　　　約170×80×5mm

伸縮ネット包帯
　　　(ひじ・すね用)

No.08-203

□入数：(10×48袋) 480入
□内容：通常時幅70×185mm
□材質：綿
　　　　アクリル
　　　　天然ゴム
　　　　レーヨン
□原産国：日本 
□備考：約8g
　　　　約135×90×5mm

伸縮ネット包帯
　(手のひら・手首用)

No.08-202

□入数：(10×48袋) 480入
□内容：通常時幅75×135mm
□材質：綿
　　　　アクリル
　　　　天然ゴム
　　　　レーヨン
□原産国：日本 
□備考：約7g
　　　　約135×90×5mm

伸縮ネット包帯
　　　　　　(足首用)

No.08-205

□入数：(10×48袋) 480入
□内容：通常時幅70×250mm
□材質：綿
　　　　アクリル
　　　　天然ゴム
　　　　レーヨン
□原産国：日本 
□備考：約10g
　　　　約135×90×5mm

伸縮ネット包帯
　　　　　　 (指用)

No.08-201

□入数：(10×48袋) 480入
□内容：3枚入
　　　　通常時幅25×70mm
□材質：綿
　　　　アクリル
　　　　天然ゴム
　　　　レーヨン
□原産国：日本 
□備考：約8g
　　　　約135×90×5mm

伸縮ネット包帯
　　(ひざ・太もも用)

No.08-204

□入数：(10×48袋) 480入
□内容：通常時幅77×285mm
□材質：綿
　　　　アクリル
　　　　天然ゴム
　　　　レーヨン
□原産国：日本 
□備考：約10g
　　　　約135×90×5mm

こども用伸縮ネット包帯 (指用)No.08-206
□入数：(10×48袋) 480入
□内容：通常時18×48mm
　　　　タテヨコ約2倍伸縮
　　　　 3本入・色アソート
□材質：綿・ナイロン
　　　　ポリエステル
　　　　天然ゴム
□原産国：日本 
□商品サイズ：約6g
　約135×90×3mm

こども用伸縮ネット包帯(ひじ・ひざ用)No.08-208
□入数：(10×48袋) 480入
□内容：通常時65×135mm
　　　　タテヨコ約2倍伸縮
　　　　色アソート
□材質：綿・ナイロン
　　　　ポリエステル
　　　　ポリウレタン
□原産国：日本 
□商品サイズ：約7g
　約135×90×3mm

不織布パッドNo.08-076
□入数：(10×80袋) 800入
□内容：約5×8cm
　　　　4枚入
□材質：不織布(レーヨン)
　　　　ナイロン
□原産国：日本 
□備考：約7g
　　　　約195×90×2mm

固定粘着シートNo.08-077
□入数：(10×80袋) 800入
□内容：約3.8×20cm
　　　　8枚入
□材質：不織布(ポリエステル)
□原産国：日本 
□備考：約10g
　　　　約195×90×1mm

折りガーゼNo.08-075
□入数：(10×80袋) 800入
□内容：約5×5cm
　　　　10枚入
　　　　1枚/12枚合わせ
□材質：綿
□原産国：中国
□備考：約13g
　　　　約195×70×2mm
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ワンタッチパッド1No.08-061
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：約5×4.5cm
　　　　7枚入
□材質：不織布(ポリエステル)
□原産国：日本 
□備考：約13g
　　　　約170×90×2mm

ワンタッチパッド2No.08-062
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：約7×5cm
　　　　5枚入
□材質：不織布 (ポリエステル)
□原産国：日本 
□備考：約12g
　　　　約170×90×2mm

ワンタッチパッド3No.08-063
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：約9×6cm
　　　　4枚入
□材質：不織布(ポリエステル)
□原産国：日本 
□備考：約14g
　　　　約195×100×2mm

ワンタッチパッド4No.08-064
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：約12×9cm
　　　　2枚入
□材質：不織布(ポリエステル)
□原産国：日本 
□備考：約15g
　　　　約195×140×2mm

ワンタッチパッド1(防水)No.08-065
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：約5×4.5cm/4枚
□材質：不織布(ポリエステル)
　　　　ポリウレタンフィルム
□原産国：日本 
□備考：約8g
　　　　約170×90×2mm

ワンタッチパッド4(防水)No.08-068
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：約12×9cm/1枚
□材質：不織布(ポリエステル)
　　　　ポリウレタンフィルム
□原産国：日本 
□備考：約8g
　　　　約195×140×2mm

ワンタッチパッド2(防水)No.08-066
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：約7×5cm/3枚
□材質：不織布(ポリエステル)
　　　　ポリウレタンフィルム
□原産国：日本 
□備考：約8g
　　　　約170×90×2mm

ワンタッチパッド3(防水)No.08-067
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：約9×6cm/2枚
□材質：不織布(ポリエステル)
　　　　ポリウレタンフィルム
□原産国：日本 
□備考：約8g
　　　　約195×100×2mm

サイズフリー(大判絆創膏)No.08-069
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：約7.5×25cm
□材質：PVCフィルム
□原産国：日本 
□備考：約7g
　　　　約170×90×2mm

エイドヘルパー40PNo.08-050
□入数：(10×40包) 400入
□内容：約19×72mm/20枚
　　　　約12×53mm/20枚
　　　　ポリネットパッド付
□材質：PVCフィルム
□原産国：日本 
□備考：約25g
　　　　約100×75×30mm

エイドヘルパー30PNo.08-051
□入数：(10×40包) 400入
□内容：約19×72mm
　　　　ポリネットパッド付
□材質：PVCフィルム
□原産国：日本 
□備考：約25g
　　　　約100×75×30mm

エイドヘルパー20P(防水)No.08-053
□入数：(10×40包) 400入
□内容：約28×72mm
　　　　ポリネットパッド付
□材質：PVCフィルム
□原産国：日本 
□備考：約27g
　　　　約100×75×30mm

エイドヘルパー15P(防水)No.08-054
□入数：(10×40包) 400入
□内容：約28×72mm
　　　　透明タイプ
　　　　ポリネットパッド付
□材質：PVCフィルム
□原産国：日本 
□備考：約23g
　　　　約100×75×30mm

エイドヘルパー10P(ウレタン)No.08-056
□入数：(10×40包) 400入
□内容：約28×72mm
　　　　透湿タイプ
　　　　ポリネットパッド付
□材質：不織布(ポリウレタン)
□原産国：日本 
□備考：約19g
　　　　約100×75×30mm

エイドヘルパー20PNo.08-052
□入数：(10×40包) 400入
□内容：約28×72mm
　　　　ポリネットパッド付
□材質：PVCフィルム
□原産国：日本 
□備考：約27g
　　　　約100×75×30mm

エイドヘルパー12P(ウレタン)No.08-055
□入数：(10×40包) 400入
□内容：約19×72mm
　　　　透湿タイプ
　　　　ポリネットパッド付
□材質：不織布(ポリウレタン)
□原産国：日本 
□備考：約16g
　　　　約100×75×30mm

不織布絆創膏(紙)No.08-026
□入数：(10×75袋) 750入
□内容：12mm幅×9M
□材質：不織布
□原産国：台湾
□備考：約12g
　　　　約135×75×12mm

サージカル絆創膏(メッシュ)No.08-030
□入数：(10×75袋) 750入
□内容：12mm幅×9M
　　　　50mmミシンカット入
□材質：不織布
□原産国：日本 
□備考：約11g
　　　　約135×75×12mm

紙絆創膏(和紙)No.08-032
□入数：(10×75袋) 750入
□内容：12mm幅×9M
□材質：紙
□原産国：日本 
□備考：約12g
　　　　約135×75×12mm

布絆創膏(シルク)No.08-028
□入数：(10×75袋) 750入
□内容：12mm幅×9M
□材質：アセテート
□原産国：中国
□備考：約20g
　　　　約135×75×12mm

クリア絆創膏(透明フィルム)No.08-027
□入数：(10×75袋) 750入
□内容：12mm幅×9M
□材質：PE
□原産国：中国
□備考：約13g
　　　　約135×75×12mm

医療補助用テープセットNo.08-045
□入数：(10×32B) 320入
□内容：12mm幅×7M
　　　　2種セット
□材質：レーヨン
　　　　アクリル系粘着剤
　　　　ポリエチレンフィルム
□原産国：中国
□備考：約19g
　　　　約145×75×14mm
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テーピングテープ(伸縮)25mm巾No.08-090
□入数：(10×20B) 200入
□内容：約2M
□材質：綿
　　　　ポリウレタン
　　　　ゴム系粘着剤
□原産国：中国
□備考：約22g
　　　　約130×80×25mm

テーピングテープ(伸縮)38mm巾No.08-091
□入数：(10×20B) 200入
□内容：約1.5M
□材質：綿
　　　　ポリウレタン
　　　　ゴム系粘着剤
□原産国：中国
□備考：約25g
　　　　約130×80×38mm

テーピングテープ(伸縮)50mm巾No.08-092
□入数：(10×20B) 200入
□内容：約1M
□材質：綿
　　　　ポリウレタン
　　　　ゴム系粘着剤
□原産国：中国
□備考：約25g
　　　　約130×80×40mm

テーピングテープ(非伸縮)19mm巾No.08-141
□入数：(10×40B) 400入
□内容：約4M
　　　　貼り方説明書付
□材質：綿
　　　　PP
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：中国
□備考：約23g
　　　　約130×85×20mm

テーピングテープ(非伸縮)25mm巾No.08-142
□入数：(10×40B) 400入
□内容：約2.8M
　　　　貼り方説明書付
□材質：綿
　　　　PP
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：中国
□備考：約21g
　　　　約130×85×25mm

テーピングテープ(非伸縮)38mm巾No.08-143
□入数：(10×40B) 400入
□内容：約2M
　　　　貼り方説明書付
□材質：綿
　　　　PP
　　　　アクリル系粘着剤
□原産国：中国
□備考：約23g
　　　　約130×85×40mm

アンダーラップテープNo.08-097
□入数：(10×40B)400入
□内容：約60mm幅×2.5M
　　　　非粘着タイプ
□材質：ポリウレタン
□原産国：中国
□備考：約17g
　　　　約130×85×35mm

磁気貼り替えテープNo.08-035
□入数：(10×80袋) 800入
□内容：約Φ23mm/20枚
□材質：綿
　　　　ゴム系粘着剤
□原産国：日本 
□備考：約7g
　　　　約195×55×2mm

足ゆびサポーターNo.08-194
□入数：(10×80袋)800入
□内容：2枚入
□材質：ポリエステル
□原産国：中国
□備考：約11.5g
　　　　約130×94×6mm

フィンガーサポーターNo.08-019
□入数：(10×36袋)360入
□内容：約65×20mm/3本
□材質：綿100％
　　　　ナイロン(熱接着)
□原産国：中国
□備考：約5g
　　　　約135×75×2mm

鼻ぽん(大人用)No.08-078
□入数：(10×60袋)600入
□内容：約20×Φ11mm/12個
　　　　チャック袋付
□材質：綿
□原産国：日本
□備考：約7g
　　　　約150×95×14mm

マスク用抗菌・抗ウイルスシートNo.08-179
□入数：(10×100袋)1000入
□内容：12×9cm/7枚
□材質：レーヨン100％
□原産国：日本
□備考：約3g
　　　　約160×105×1mm

ナイト保湿カバー(ひじ用)No.08-192
□入数：(10×60袋) 600入
□内容：フリーサイズ
□材質：綿
　　　　ポリウレタン
□原産国：中国
□備考：約21g
　　　　約190×120×10mm

鼻ぽん(女性・子供用)No.08-079
□入数：(10×60袋)600入
□内容：約20×Φ9mm/12個
　　　　チャック袋付
□材質：綿
□原産国：日本
□備考：約6g
　　　　約150×95×12mm

足ゆびセパレートNo.08-195
□入数：(10×80袋)800入
□内容：2枚入
　　　　色アソート
□材質：ポリエステル
□原産国：中国
□備考：約11.5g
　　　　約130×94×6mm
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ハナ毛切りはさみNo.09-056
□入数：(10×50袋) 500入
□内容：本体約85mm
□材質：亜鉛合金(クロムメッキ)
□原産国：中国
□備考：約12g
　　　　約140×60×4mm

散髪用カットバサミNo.09-058
□入数：(10×36B) 360入
□内容：本体約175mm
　　　　特殊加工刃
□材質：ステンレススチール
　　　　ABS
□原産国：中国
□備考：約50g
　　　　約220×85×8mm

カットはさみNo.09-057
□入数：(10×50袋) 500入
□内容：本体約85mm
□材質：亜鉛合金(クロムメッキ)
□原産国：中国
□備考：約12g
　　　　約140×60×4mm

散髪用スキバサミNo.09-059
□入数：(10×36B) 360入
□内容：本体約175mm
□材質：ステンレススチール
　　　　ABS
□原産国：中国
□備考：約43g
　　　　約220×85×8mm

シャワーキャップNo.09-001
□入数：(10×36B)360入
□内容：フリーサイズ
　　　　柄アソート(ランダム)
□材質：EVA
　　　　天然ゴム
□原産国：ベトナム
□備考：約30g
　　　　約195×110×5mm

爪切りNo.09-095
□入数：(10×30B) 300入
□内容：本体約9cm
　　　　ヤスリ付き
□材質：スチール
　　　　PP
□原産国：中国
□備考：約57g
　　　　約145×55×20mm

爪切りMININo.09-096
□入数：(10×30B) 300入
□内容：本体約7cm
　　　　ヤスリ付き
□材質：スチール
　　　　PP
□原産国：中国
□備考：約30g
　　　　約145×55×20mm

煤竹みみかきNo.09-105
□入数：(10×36B) 360入
□内容：本体約145mm
　　　　収納ケース付
□材質：煤竹
　　　　PE
　　　　筒ケース(PET)
□原産国：中国
□備考：約12g
　　　　約195×50×15mm

毛ぬきセット(細・太)No.09-068
□入数：(10×70袋) 700入
□内容：本体約75×4mm/２本
　　　　刃先/細2mm・太5mm
□材質：ステンレス
□原産国：日本
□備考：約16g
　　　　約140×60×10mm

プラスチック毛抜きセットNo.09-067
□入数：(10×70袋) 700入
□内容：(大)まっすぐカット/約85×15×4mm
　　　　(小)ナナメカット/約75×15×4mm
　　　　色アソート
□材質：PP
□原産国：日本
□備考：約7g
　　　　約125×70×10mm

ソフトサポーター(レギュラー)No.09-006
□入数：(10×36袋) 360入
□内容：幅約7.5cm(横伸長約3倍)
　　　　色アソート
□材質：綿
　　　　ポリエステル
□原産国：台湾
□備考：約20g
　　　　約260×95×5mm

使い捨て便座シートNo.09-080
□入数：(10×30袋) 300入
□内容：本体約372×440mm/18枚
□材質：紙
□原産国：日本
□備考：約54g
　　　　約235×155×10mm

ソフトサポーター(ワイド)No.09-007
□入数：(10×36B) 360入
□内容：幅約8.5cm(横伸長約3倍)
　　　　色アソート
□材質：綿
　　　　ポリエステル
□原産国：台湾
□備考：約22g
　　　　約260×105×5mm
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