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●スタッキングの高さを2通り選ぶことができます。 ●スタッキングの高さを3通り選ぶことができます。

★XK-47B インナー入数25

I-Z A4ファイル20型 ブルー
入数：100[25×4袋]
サイズ：307×235×22
材質：P.P.
カラー：B
才数：5.7ポイント
JAN：604714

(00220)

★3981 インナー入数15

A4アクティブファイルケース35型

●丈夫な持ち手付き！●丈夫な持ち手付き！ ●図面や賞状の収納、持ち運びに！●図面や賞状の収納、持ち運びに！

★3982 インナー入数12

A5アクティブファイルケース35型

●A5書類や文具の収納に。●A5書類や文具の収納に。

入数：60[15×4袋]
サイズ：315×263×35
材質：P.P.
カラー：B・P
才数：6.9ポイント
JAN：B/398118 P/398132

7(05728)

入数：96[12×8袋]
サイズ：255×202×35
材質：P.P.
カラー：B・P
才数：7.0ポイント
JAN：B/398217 P/398231

7(05812)

入数：24
サイズ：433×347×35
材質：P.P.
カラー：B・P
才数：5.0ポイント
JAN：B/430313 P/430337

8(63161)

★4303

A3アクティブファイルケース35型

●5543 インナー入数30

パノラマプリントケース
入数：180[30×6袋]
サイズ：270×108×22
材質：P.P.
カラー：C
才数：4.1ポイント
JAN：554316

8(35717)

★5557 インナー入数25

ミスターキャリーB5
入数：60[15×4袋]
サイズ：316×275×30
材質：P.P.
カラー：B・OR・S
才数：5.3ポイント
JAN：B/555610 OR/555634 S/555641

1(85727)

入数：100[25×4袋]
サイズ：275×250×30
材質：P.P.
カラー：B・OR・S
才数：7.1ポイント
JAN：B/555719 OR/555733 S/555740

1(93328)

★5556 インナー入数15

ミスターキャリーA4
入数：48[8×6袋]
サイズ：440×322×20
材質：P.P.
カラー：BK
才数：5.9ポイント
JAN：312312

4(25936)

★3123BK インナー入数8

A3ラージケース

●3547C インナー入数15

プチケース
入数：120[15×8袋]
サイズ：129×188×50
材質：P.P.
カラー：B・G・R
才数：5.7ポイント
JAN：354718

7(70814)

★5555O インナー入数20

ミスターキャリーCD
入数：120[10×12袋]
サイズ：145×110×81
材質：P.P.
カラー：C
才数：6.1ポイント
JAN：553715

7(80519)

入数：60[20×3袋]
サイズ：236×163×152
材質：P.P.
カラー：OR
才数：13.5ポイント
JAN：555535

1(70322)

★5537 インナー入数10

MD-22
入数：144[12×12箱]
サイズ：φ99×50
材質：P.S.
カラー：S
才数：5.7ポイント
JAN：559120

2(68517)

★5591S インナー入数12

タワートレー2P

★5558S インナー入数20

ブック&CDスタンド
入数：180[20×9箱]
サイズ：272×110×110
材質：P.P.
カラー：S
才数：15.4ポイント
JAN：555832

1(30712)

★3081 インナー入数12

A4インデックストレー・ハーフサイズ
入数：120[12×10袋]
サイズ：135×332×60
材質：P.P.
カラー：B・S
才数：7.6ポイント
JAN：B/308216 S/308230

9(30818)

入数：120[12×10袋]
サイズ：110×332×47
材質：P.P.
カラー：B・S
才数：5.5ポイント
JAN：B/308117 S/308131

9(55718)

★3082 インナー入数12

A4レタートレーロング・ハーフサイズ
入数：240[20×12箱]
サイズ：φ81×102
材質：P.P.
カラー：B・OR
才数：6.2ポイント
JAN：639419

1(40714)

●XC-94 インナー入数20

ペン&メモスタンド

★3612BK インナー入数20

レタートレー・ブラック
入数：80[20×4箱]
サイズ：337×250×73
材質：P.S.
カラー：BK
才数：12.2ポイント
JAN：361228

8(78128)

★3985BK インナー入数12

A4フリートレータテ型・BK
入数：96[12×8袋]
サイズ：245×340×60
材質：P.P.
カラー：BK
才数：11.3ポイント
JAN：398415

8(60817)

入数：96[12×8袋]
サイズ：220×335×47
材質：P.P.
カラー：BK
才数：8.2ポイント
JAN：398514

8(53518)

★3984BK インナー入数12

A4フリーラックタテ型・BK
入数：96[12×8袋]
サイズ：342×262×60
材質：P.P.
カラー：BK
才数：12.1ポイント
JAN：398613

8(00021)

★3986BK インナー入数12

A4フリーラックヨコ型・BK

●A4サイズのクリアファイルをピッタリ収納！●A4サイズのクリアファイルをピッタリ収納！●B5サイズのクリアファイルをピッタリ収納！●B5サイズのクリアファイルをピッタリ収納！ ●パノラマプリント及びサービスプリントの●パノラマプリント及びサービスプリントの

整理保存に最適。整理保存に最適。

●CDを約21枚収納。●CDを約21枚収納。 ●MD・カセットテープの収納に！●MD・カセットテープの収納に！ ●小物やアクセサリーの収納に！●小物やアクセサリーの収納に！
●積み重ねて使用できます。●積み重ねて使用できます。

●ハガキなどの整理に。

●A4レタートレーロング・ハーフサイズと●A4レタートレーロング・ハーフサイズと
組合わせて使用できます。組合わせて使用できます。

●スタッキングの高さを2通り選ぶことができます。●スタッキングの高さを2通り選ぶことができます。

●スタッキングOK。●スタッキングOK。
●A4サイズのファイルケースが収納できます。●A4サイズのファイルケースが収納できます。

※製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。 ☆単色梱包 ○色込み（カラーバランスは不均等）JANコード4906137
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★3027S インナー入数12

インデックスバスケットハンドル付スリムタイプ
入数：144[12×12袋]
サイズ：130×277×148
材質：P.P.
カラー：S
才数：5.0ポイント
JAN：302627

5(55611)

入数：144[12×12袋]
サイズ：130×310×148
材質：P.P.
カラー：S
才数：6.6ポイント
JAN：302726

5(30817)

★3026S インナー入数12

インデックスバスケットスリムタイプ

入数：80[10×8袋]
サイズ：384×260×73
材質：P.P.
カラー：OR
才数：6.8ポイント
JAN：305031

6(13326)

★3050O インナー入数10

インデックスバスケットワイドⅡ

★3051O インナー入数12

インデックスバスケット深型Ⅱ
入数：96[12×8袋]
サイズ：196×280×138
材質：P.P.
カラー：OR
才数：5.4ポイント
JAN：305130

6(30129)

入数：120[30×4袋]
サイズ：φ245×92
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：3.8ポイント
JAN：358808

(70316)

●3588 インナー入数30

ラインネット 丸型

●A4ファイルも収納できます。●A4ファイルも収納できます。

●CDやDVDの収納にも！●CDやDVDの収納にも！

入数：96[12×8袋]
サイズ：196×280×138
材質：P.P.
カラー：BK
才数：5.4ポイント
JAN：305154

8(30812)

★3051BK インナー入数12

インデックスバスケット深型Ⅱ・BK

●CDやDVDの収納にも！●CDやDVDの収納にも！

●3548 インナー入数20

スタンドバスケット
入数：120[20×6袋]
サイズ：209×118×123
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：4.3ポイント
JAN：354800

(43515)

●3544 インナー入数25

ポップバスケット16型
入数：100[25×4袋]
サイズ：272×160×145
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：3.8ポイント
JAN：354404

4(75914)

●3604C インナー入数15

B6ハンディトレー・クリア
入数：120[15×8袋]
サイズ：210×153×68
材質：P.P.
カラー：C
才数：7.4ポイント
JAN：360412

7(15812)

●3603C インナー入数15

B6バスケット・クリア
入数：120[15×8袋]
サイズ：212×152×68
材質：P.P.
カラー：C
才数：7.4ポイント
JAN：360313

7(30916)

●3604 インナー入数15

B6ハンディトレー・色込
入数：120[15×8袋]
サイズ：210×153×68
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：7.4ポイント
JAN：360405

7(15812)

●3603 インナー入数15

B6バスケット・色込
入数：120[15×8袋]
サイズ：212×152×68
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：7.4ポイント
JAN：360306

(50813)

●S333 インナー入数30

クリスタルバケット
入数：180[30×6箱]
サイズ：φ91×88
材質：本体/P.S.、フタ/P.E.、取手/P.P.
カラー：G・R・Y
才数：6.7ポイント
JAN：024802

(00514)

●R010 インナー入数30

キャンディポット
入数：180[30×6箱]
サイズ：φ195×110
材質：P.S.
カラー：G・R・Y
才数：8.4ポイント
JAN：021405

(05410)

●R020 インナー入数30

角型ポット
入数：180[30×6箱]
サイズ：112×93×64
材質：P.S.
カラー：G・R・Y
才数：5.3ポイント
JAN：020200

(00410)

●R030 インナー入数30

ハットキャンディポット
入数：120[30×4箱]
サイズ：φ129×145
材質：P.S.
カラー：G・R・Y
才数：10.0ポイント
JAN：060107

(00610)

★5552 インナー入数10

ツーウェイMDラック
入数：120[10×12袋]
サイズ：256×65×109
材質：P.P.
カラー：B・OR・S
才数：3.9ポイント
JAN：B/555214 OR/555221

S/555238 1(65915)

●タテ、ヨコどちらの使い方でもOK！●タテ、ヨコどちらの使い方でもOK！
●MDを20枚収納。●MDを20枚収納。

★5553 インナー入数10

ツーウェイDVDラック
入数：80[10×8袋]
サイズ：256×130×225
材質：P.P.
カラー：B・OR・S
才数：5.3ポイント
JAN：B/555313 OR/555320

S/555337 1(63622)

●タテ、ヨコどちらの使い方でもOK！●タテ、ヨコどちらの使い方でもOK！
●DVDを12枚収納。●DVDを12枚収納。

★5554 インナー入数10

ツーウェイカセットラック
入数：120[10×12袋]
サイズ：256×65×140
材質：P.P.
カラー：B・OR・S
才数：3.9ポイント
JAN：B/555412 OR/555429

S/555436 1(35027)

●タテ、ヨコどちらの使い方でもOK！●タテ、ヨコどちらの使い方でもOK！
●スリムタイプケースを12本収納。●スリムタイプケースを12本収納。

★XK-75 インナー入数20

ツーウェイCDラック
入数：60[20×3袋]
サイズ：256×130×161
材質：P.P.
カラー：B・OR・S
才数：4.0ポイント
JAN：B/607517 OR/607531

S/607548 0(38325)

●タテ、ヨコどちらの使い方でもOK！●タテ、ヨコどちらの使い方でもOK！
●標準タイプのCDケースを17枚収納。●標準タイプのCDケースを17枚収納。

★5566 インナー入数12

ジョイントCDラック
入数：96[12×8袋]
サイズ：155×130×164
材質：P.P.
カラー：B・OR・S
才数：4.0ポイント
JAN：B/556617 OR/556624

S/556631 7(30911)

●タテ、ヨコどちらの使い方でもOK！●タテ、ヨコどちらの使い方でもOK！
●CDケースを10枚収納可能。●CDケースを10枚収納可能。
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★5572B インナー入数12

ライフトレーM35型
入数：216[12×18袋]
サイズ：150×108×36
材質：P.P.
カラー：B
才数：4.9ポイント
JAN：557218

9(93412)

★5577 インナー入数12

ライフトレーS20型
入数：216[12×18袋]
サイズ：215×75×36
材質：P.P.
カラー：B・P
才数：4.9ポイント
JAN：B/557614 P/557621

9(78418)

入数：216[12×18袋]
サイズ：215×75×20
材質：P.P.
カラー：B・P
才数：2.5ポイント
JAN：B/557713 P/557720

9(53314)

★5576 インナー入数12

ライフトレーS35型
入数：216[12×18袋]
サイズ：150×108×20
材質：P.P.
カラー：B
才数：2.5ポイント
JAN：557317

9(68217)

★5573B インナー入数12

ライフトレーM20型

★5578 インナー入数12

ライフトレーL70型
入数：96[12×8袋]
サイズ：215×150×70
材質：P.P.
カラー：B・P
才数：8.0ポイント
JAN：B/557812 P/557829

9(40917)

★5571 インナー入数12

ライフトレーM70型
入数：144[12×12袋]
サイズ：215×150×20
材質：P.P.
カラー：B・P
才数：3.4ポイント
JAN：B/557515 P/557522

9(58511)

入数：144[12×12袋]
サイズ：150×108×70
材質：P.P.
カラー：B・P
才数：6.4ポイント
JAN：B/557119 P/557126

9(93513)

★5575 インナー入数12

ライフトレーL20型
入数：144[12×12袋]
サイズ：215×150×36
材質：P.P.
カラー：B・P
才数：6.4ポイント
JAN：B/557416 P/557423

9(80714)

★5574 インナー入数12

ライフトレーL35型

★3014 インナー入数12

ライフスタッキングコンテナ
入数：120[10×12袋]
サイズ：φ188×120
材質：P.P.
カラー：B・P
才数：4.3ポイント
JAN：B/354213 P/354220

8(23511)

入数：144[12×12袋]
サイズ：185×135×91
材質：P.P.
カラー：B・P
才数：4.3ポイント
JAN：B/301415 P/301422

8(13412)

★3542 インナー入数10

ライフバスケット丸型

●積み重ね可能なミニコンテナ。●積み重ね可能なミニコンテナ。

★9281 インナー入数12

3連小物携帯ケースSサイズ
入数：480[12×40袋]
サイズ：Φ38×120×22
材質：P.P.
カラー：W
才数：3.2ポイント
JAN：928117

7(50618)

★9282 インナー入数12

2連小物携帯ケースLサイズ
入数：480[12×40袋]
サイズ：Φ50×102×22
材質：P.P.
カラー：W
才数：3.6ポイント
JAN：928216

7(60619)

●XC-266C インナー入数20

CD&DVDケース3枚入カラー
入数：80[20×4箱]
サイズ：124×142×10
材質：P.S.
カラー：B・G・P
才数：2.0ポイント
JAN：656638

4(35516)

入数：160[20×8袋]
サイズ：290×250
材質：ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
カラー：B・BK・GY
才数：8.2ポイント
JAN：634414

1(90612)

●XC-44 インナー入数20

ショックガードケースA5ノート

★XC-418G インナー入数12

カラフルソフトカラーボックス・スリム
入数：120[12×10袋]
サイズ：130×250×163
材質：不織布、紙
カラー：G
才数：2.8ポイント
JAN：671815

0(80716)

★XC-238Y インナー入数12

ソフトカラーボックス・ワイドL
入数：72[12×6袋]
サイズ：390×250×94
材質：不織布、紙
カラー：Y
才数：2.2ポイント
JAN：653842

5(30027)

★XC-334D インナー入数20

カバーで収納・扇風機＆ハロゲンヒーター収納用
入数：200[20×10袋]
サイズ：325×325×790
材質：不織布、ナイロン
カラー：BE
才数：7.8ポイント
JAN：663445

6(38911)

●車内に簡単取り付け可能。●車内に簡単取り付け可能。
　柔らか素材で曲面にもピッタリフィット！　柔らか素材で曲面にもピッタリフィット！
●車内に簡単取り付け可能。
　柔らか素材で曲面にもピッタリフィット！

●コンビニの袋を有効利用！●コンビニの袋を有効利用！
     袋を2つ掛ければ分別が可能！袋を2つ掛ければ分別が可能！
●コンビニの袋を有効利用！
   袋を2つ掛ければ分別が可能！

●サングラス、キーホルダー、●サングラス、キーホルダー、
     携帯電話etc…携帯電話etc…
●サングラス、キーホルダー、
   携帯電話etc…

★XC-152 インナー入数10

トリプルカーフック
入数：800[10×80箱]
サイズ：112×37×17
材質：SBS樹脂
カラー：BK
才数：5.3ポイント
JAN：645212

1(60513)

★XC-181 インナー入数20

ネクタイ携帯ケース
入数：200[20×10箱]
サイズ：200×33×110
材質：P.P.
カラー：C
才数：7.5ポイント
JAN：648114

2(80024)

★XC-271 インナー入数20

ローリングネクタイケース
入数：200[20×10袋]
サイズ：120×512×2
収納時：φ60×120
材質：ナイロン、PVC
才数：5.1ポイント
JAN：657116

4(15319)
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★XT-12 インナー入数12

P･O 切り取りメモ 40P
入数：216[12×18袋]
サイズ：171×96
材質：紙
才数：1.0ポイント
JAN：671211

1(60310)

●カードサイズに切り取りができるメモ用紙です。●カードサイズに切り取りができるメモ用紙です。

★XT-13 インナー入数12

P･O デイリースケジュール 40P
入数：216[12×18袋]
サイズ：171×96
材質：紙
才数：1.0ポイント
JAN：671310

1(35210)

●タイムスケジュールを細かく書き込むことができます。●タイムスケジュールを細かく書き込むことができます。
●チェックリスト付き。●チェックリスト付き。

★XT-14 インナー入数12

P･O アドレス帳 40P
入数：216[12×18袋]
サイズ：171×96
材質：紙
才数：1.0ポイント
JAN：671419

1(25216)

●名前、電話、携帯電話、ファックス、Eメールが●名前、電話、携帯電話、ファックス、Eメールが
1ページに10件分書き込めます。1ページに10件分書き込めます。

★XT-11 インナー入数12

P･O クラフト罫線メモ 60P
入数：216[12×18袋]
サイズ：171×96
材質：クラフト紙
才数：1.5ポイント
JAN：671112

1(45517)

●5mm間隔の罫線が付いたメモ用紙です。●5mm間隔の罫線が付いたメモ用紙です。

★XT-01 インナー入数12

P･O ファスナーポケット
入数：216[12×18袋]
サイズ：175×110
材質：PVC
才数：0.6ポイント
JAN：670115

1(45212)

●ちょっとしたメモや切り抜きなどの収納に最適。●ちょっとしたメモや切り抜きなどの収納に最適。
●ソフトファスナー付き。●ソフトファスナー付き。

★XT-02 インナー入数12

P･O クリアポケット 15P
入数：216[12×18袋]
サイズ：183×100
材質：P.P.
才数：0.6ポイント
JAN：670214

1(30415)

●ちょっとしたメモや切り抜きなどの収納に最適。●ちょっとしたメモや切り抜きなどの収納に最適。

★XT-03 インナー入数12

P･O カードホルダー
入数：216[12×18袋]
サイズ：175×115
材質：PVC
才数：0.3ポイント
JAN：670313

1(20118)

●カードや名刺の収納に最適。●カードや名刺の収納に最適。

★XT-04 インナー入数12

P･O スケール下敷き
入数：216[12×18袋]
サイズ：175×95
材質：PVC
才数：0.3ポイント
JAN：670412

1(80318)

●方眼メモリと定規が付いた下敷きです。●方眼メモリと定規が付いた下敷きです。
●取り付け、取り外しが簡単でしおりとしても使えます。●取り付け、取り外しが簡単でしおりとしても使えます。

★XT-05 インナー入数12

P･O インデックス 5P
入数：216[12×18袋]
サイズ：170×107
材質：PVC
才数：0.3ポイント
JAN：670511

1(55514)

●ページ管理に最適。●ページ管理に最適。

★XT-06 インナー入数12

P･O ダイアリー 40P
入数：216[12×18袋]
サイズ：171×96
材質：紙
才数：1.0ポイント
JAN：670610

1(35214)

●合計160日分の日記が書けます。●合計160日分の日記が書けます。
●日記以外にもメモに使ったり予定を書き込んだり●日記以外にもメモに使ったり予定を書き込んだり
使い方色々。使い方色々。

★XT-07 インナー入数12

P･O 週間スケジュール 40P
入数：216[12×18袋]
サイズ：171×96
材質：紙
才数：1.0ポイント
JAN：670719

1(25210)

●合計80週分の予定が書けます。●合計80週分の予定が書けます。
●日付は書き込みタイプです。●日付は書き込みタイプです。

★XT-08 インナー入数12

P･O 方眼メモ 40P
入数：216[12×18袋]
サイズ：171×96
材質：紙
才数：1.0ポイント
JAN：670818

1(75212)

●5mm間隔の方眼メモリが付いたメモ用紙です。●5mm間隔の方眼メモリが付いたメモ用紙です。

★XT-09 インナー入数12

P･O 月間スケジュール 40P
入数：216[12×18袋]
サイズ：171×96
材質：紙
才数：1.0ポイント
JAN：670917

1(05213)

●見開き2ページで1ヶ月分のスケジュールが●見開き2ページで1ヶ月分のスケジュールが
書き込めます。書き込めます。

★XT-10 インナー入数12

P･O 罫線メモ 60P
入数：216[12×18袋]
サイズ：171×96
材質：紙
才数：1.3ポイント
JAN：671013

1(45312)

●5mm間隔の罫線が付いたメモ用紙です。●5mm間隔の罫線が付いたメモ用紙です。

★XC-368B インナー入数10

2リング写真収納用ポケット20P
入数：200[10×20袋]
サイズ：155×195
材質：P.P.
カラー：C
才数：0.8ポイント
JAN：666828

7(53412)

★XC-368C インナー入数10

2リングカード収納用ポケット20P
入数：200[10×20袋]
サイズ：120×195
材質：P.P.
カラー：C
才数：0.7ポイント
JAN：666835

7(18312)

★XC-368D インナー入数10

2リングCD収納用ポケット4P
入数：200[10×20袋]
サイズ：155×195
材質：P.P.
カラー：C
才数：0.9ポイント
JAN：666842

7(43416)

★XC-368E インナー入数10

2リングサイドインポケットB5＆B6（5枚綴り）
入数：200[10×20袋]
サイズ：155×195
材質：P.P.
カラー：C
才数：0.9ポイント
JAN：666859

7(45212)

★XC-252C＊C インナー入数10

DX 20ポケットファイルA4 クリア
入数：120[10×12箱]
サイズ：308×238×18
材質：P.P.
カラー：C
才数：4.1ポイント
JAN：655235

3(55713)

★XC-221FC インナー入数10

DX 2リングファイルA4 クリア
入数：120[10×12箱]
サイズ：308×244×25
材質：P.P.、スチール
カラー：C
才数：5.9ポイント
JAN：652166

3(55719)

★XC-104 インナー入数30

ルーズリーフポケットB5
入数：300[30×10袋]
サイズ：265×197
材質：P.P.
カラー：C
才数：2.8ポイント
JAN：640415

(50214)

★XC-381 インナー入数10

A4マチ付クリアファイルホルダー2P
入数：200[10×20袋]
サイズ：215×305×20
材質：P.P.
カラー：C
才数：0.8ポイント
JAN：668112

8(00515)
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★XK-116B インナー入数20

デニムファスナーファイルケースB5
入数：200[20×10袋]
サイズ：280×205×30
材質：P.P.
才数：3.1ポイント
JAN：611620

3(40813)

●ジーパンの前と後ろの2パターン込み。●ジーパンの前と後ろの2パターン込み。

★XK-116C インナー入数20

デニムファスナーファイルケースA5
入数：200[20×10袋]
サイズ：230×165×30
材質：P.P.
才数：3.0ポイント
JAN：611637

3(45513)

●ジーパンの前と後ろの2パターン込み。●ジーパンの前と後ろの2パターン込み。

★XK-116D インナー入数20

デニムファスナーファイルケースA6
入数：200[20×10袋]
サイズ：200×115×20
材質：P.P.
才数：1.5ポイント
JAN：611644

3(55416)

●ジーパンの前と後ろの2パターン込み。●ジーパンの前と後ろの2パターン込み。

★XK-103 インナー入数10

クッション封筒 B4判
入数：120[10×12袋]
サイズ：515×320
内寸：445×290
材質：紙、P.E.
才数：6.9ポイント
JAN：610319

1(45914)

★XK-100 インナー入数10

クッション封筒 A5 2P
入数：120[10×12袋]
サイズ：400×240
内寸：330×210
材質：紙、P.E.
才数：3.5ポイント
JAN：610111

1(75614)

入数：120[10×12袋]
サイズ：325×215
内寸：265×185
材質：紙、P.E.
才数：5.1ポイント
JAN：610012

1(60812)

★XK-101 インナー入数10

クッション封筒 B5判
入数：120[10×12袋]
サイズ：435×270
内寸：365×240
材質：紙、P.E.
才数：4.3ポイント
JAN：610210

1(70717)

★XK-102 インナー入数10

クッション封筒 A4判

★XK-164B インナー入数20

シールでポケットCD 2P
入数：200[20×10袋]
サイズ：127×127
材質：PVC
才数：0.5ポイント
JAN：616427

3(70814)

★XK-164D インナー入数20

シールでポケット名刺・縦型 4P
入数：200[20×10袋]
サイズ：62×100
材質：PVC
才数：0.3ポイント
JAN：616441

3(70411)

★XK-164E インナー入数20

シールでポケットネームカード 20P
入数：200[20×10袋]
サイズ：26×73
材質：PVC
才数：0.3ポイント
JAN：616458

3(50813)

★XK-164F インナー入数20

シールでポケットA4 1P
入数：200[20×10袋]
サイズ：148×194
材質：PVC
才数：0.3ポイント
JAN：616465

3(65412)

★XK-164G インナー入数20

シールでポケットB5 1P
入数：200[20×10袋]
サイズ：178×222
材質：PVC
才数：0.3ポイント
JAN：616472

3(20416)

★XK-72B インナー入数20

メッシュファスナーペンケース ブルー
入数：200[20×10袋]
サイズ：200×85×20
材質：P.P.
カラー：B
才数：1.3ポイント
JAN：607210

0(35417)

●XC-41 インナー入数30

ハンガーファイルホルダー 2P
入数：180[30×6袋]
サイズ：350×240
材質：P.P.
カラー：B・OR・W
才数：2.7ポイント
JAN：634117

1(90712)

★XK-182D インナー入数20

ナチュラルワンタッチファイルB5
入数：120[20×6箱]
サイズ：207×266×18
材質：クラフト紙
才数：4.0ポイント
JAN：618247

5(15711)

●クラフト紙を使用したナチュラル感覚の●クラフト紙を使用したナチュラル感覚の
ファイルです。ファイルです。

★XC-360B インナー入数10

クラフトクッション封筒 CD・ビデオテープ 2P
入数：120[10×12袋]
サイズ：340×185
内寸：275×165
材質：紙、P.E.
才数：4.5ポイント
JAN：666026

7(20714)

★XC-360C インナー入数10

クラフトクッション封筒 A5判 2P
入数：120[10×12袋]
サイズ：340×215
内寸：275×195
材質：紙、P.E.
才数：5.2ポイント
JAN：666033

7(35918)

★XK-99 インナー入数10

クッション封筒 CD・ビデオテープ 2P
入数：120[10×12袋]
サイズ：325×185
内寸：265×155
材質：紙、P.E.
才数：4.4ポイント
JAN：609917

1(45712)

入数：120[10×12袋]
サイズ：215×100
内寸：169×70
材質：紙、P.E.
才数：2.1ポイント
JAN：616618

4(65714)

★XK-166 インナー入数10

クッション封筒 ミニサイズ 3P
入数：120[10×12袋]
サイズ：265×150
内寸：215×120
材質：紙、P.E.
才数：3.1ポイント
JAN：609818

1(65612)

★XK-98 インナー入数10

クッション封筒 FD・カセットテープ 2P
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★XC-265A インナー入数20

バンブー小物入れBK丸型
入数：160[20×8袋]
サイズ：φ102×49
材質：スチール、竹、P.P.
カラー：BK
才数：2.5ポイント
JAN：656515

3(95719)

★XC-265C インナー入数20

バンブー小物入れBK長角型
入数：160[20×8袋]
サイズ：110×80×49
材質：スチール、竹、P.P.
カラー：BK
才数：2.6ポイント
JAN：656539

3(25710)

★XC-265E インナー入数20

バンブー小物入れBK小判型
入数：160[20×8袋]
サイズ：120×90×49
材質：スチール、竹、P.P.
カラー：BK
才数：3.3ポイント
JAN：656553

3(35711)

★XC-247A インナー入数20

バンブー小物入れ丸型
入数：160[20×8袋]
サイズ：φ102×49
材質：スチール、竹、P.P.
カラー：BR
才数：2.5ポイント
JAN：654719

3(95719)

★XC-247B インナー入数20

バンブー小物入れ角型
入数：160[20×8袋]
サイズ：88×88×49
材質：スチール、竹、P.P.
カラー：BR
才数：2.5ポイント
JAN：654726

3(15716)

★XC-247C インナー入数20

バンブー小物入れ長角型
入数：160[20×8袋]
サイズ：110×80×49
材質：スチール、竹、P.P.
カラー：BR
才数：2.6ポイント
JAN：654733

3(25710)

★XC-247D インナー入数20

バンブー小物入れ六角型
入数：160[20×8袋]
サイズ：99×107×49
材質：スチール、竹、P.P.
カラー：BR
才数：3.2ポイント
JAN：654740

3(85718)

★XC-247E インナー入数20

バンブー小物入れ小判型
入数：160[20×8袋]
サイズ：120×90×49
材質：スチール、竹、P.P.
カラー：BR
才数：3.3ポイント
JAN：654757

3(35711)

★XC-203F インナー入数20

ワイドバンブーバスケット小判型
入数：120[20×6袋]
サイズ：260×105×55
材質：スチール、竹、P.P.
カラー：BR
才数：4.2ポイント
JAN：650360

3(80022)

★XC-280D インナー入数12

バンブーバスケット角丸型
入数：120[12×10袋]
サイズ：142×100×65
材質：スチール、竹、P.P.
カラー：BR
才数：2.5ポイント
JAN：658045

4(35713)

★XC-264C インナー入数20

バンブーバスケットBK六角型フック付
入数：120[20×6袋]
サイズ：110×132×112
材質：スチール、竹、P.P.
カラー：BK
才数：2.8ポイント
JAN：656430

3(15718)

★XC-281C インナー入数12

バンブーバスケットBK台形型フック付
入数：120[12×10袋]
サイズ：130×91×106
材質：スチール、竹、P.P.
カラー：BK
才数：4.9ポイント
JAN：658137

4(95716)

●XC-142L インナー入数20

ロゴ メイクポーチ
入数：360[20×18袋]
サイズ：100×175×5
材質：ポリエステル、コットン
カラー：B・BK・G・P・R・Y
才数：2.6ポイント
JAN：644222

1(85619)

●XC-142B インナー入数20

ボーダーメイクポーチ
入数：360[20×18袋]
サイズ：100×175×5
材質：ポリエステル、コットン
カラー：B・BK・G・P・R・Y
才数：2.6ポイント
JAN：644215

1(55615)

●XC-140B インナー入数20

ボーダー ラウンドポーチ
入数：360[20×18袋]
サイズ：φ100×200
材質：ポリエステル、コットン
カラー：B・BK・G・P・R・Y
才数：3.7ポイント
JAN：644017

1(85516)

●XC-140D インナー入数20

デニム ラウンドポーチ
入数：360[20×18袋]
サイズ：φ100×200
材質：コットン
才数：3.7ポイント
JAN：644031

1(80719)

●XC-184 インナー入数20

ダブルジッパーペンケース
入数：200[20×10袋]
サイズ：200×105×20
材質：ポリエステル
カラー：B・G・GY・OR・P
才数：2.0ポイント
JAN：648411

2(80124)

●XC-207S インナー入数20

ペットボトルホルダー・S
入数：160[20×8箱]
サイズ：φ80×150
材質：ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、PVC
カラー：B・BK・GY
才数：2.6ポイント
JAN：650735 2(25418)

●280㎖のペットボトルや350㎖の缶飲料に●280㎖のペットボトルや350㎖の缶飲料に

●XC-236A インナー入数20

ウッディハンドルバッグ Mサイズ
入数：160[20×8袋]
サイズ：230×100×300
材質：不織布、天然木
カラー：B・BK・G・GY・I
才数：2.7ポイント
JAN：653613

3(20510)

●XC-236C インナー入数20

ウッディハンドルバッグ ロング
入数：120[20×6袋]
サイズ：350×105×400
材質：不織布、天然木
カラー：B・BK・G・GY・I
才数：3.4ポイント
JAN：653637

3(80714)

●XC-236D インナー入数20

ウッディハンドルバッグ ワイド
入数：120[20×6袋]
サイズ：420×105×330
材質：不織布、天然木
カラー：B・BK・G・GY・I
才数：3.4ポイント
JAN：653644

3(50711)
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●S486 インナー入数15

三角コーナー
入数：120[15×8袋]
サイズ：185×185×122
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：4.6ポイント
JAN：030506

(68315)

●S477 インナー入数10

ハンディザル
入数：100[10×10袋]
サイズ：φ330×96
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：5.0ポイント
JAN：061302

(70712)

●S491 インナー入数25

ビューティーザル(小)
入数：120[15×8袋]
サイズ：φ258×102
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：3.9ポイント
JAN：063009

(55029)

入数：150[25×6袋]
サイズ：φ202×83
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：2.7ポイント
JAN：063108

(70713)

●S492 インナー入数15

ビューティーザル(大)
入数：180[30×6袋]
サイズ：φ240×97
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：7.2ポイント
JAN：030902

(83418)

●S472 インナー入数30

ザル(大)

入数：120[30×4袋]
サイズ：φ242×110
容量：約3ℓ
材質：P.S.
カラー：S・U
才数：3.7ポイント
JAN：051709 (65712)

●S443 インナー入数30

24cmボール

★XC-262インナー入数18(3P×6セット)

MDFジョイントボックスST
入数：72〔3P×6セット×4箱〕
MD/98 × 98 × 98、FD/115 × 115 × 115
CD/142×142×142
材質：MDF
カラー：BR・I・Y
才数：3.2ポイント
JAN：BR/026219 I/026226 Y/026233 3(20027)

●MD・FD・CDサイズの●MD・FD・CDサイズの
単色3個セットの単色3個セットの
梱包となります。梱包となります。

★XC-254インナー入数18(3P×6セット)

MDFディスプレイボックスST
入数：72〔3P×6セット×4箱〕
MD/98 × 98 × 98、FD/115 × 115 × 115
CD/142×142×142
材質：MDF
カラー：Y
才数：3.2ポイント
JAN：025434 3(10028)

●XC-117 インナー入数20

ビビットクラブ 丸スタンド
入数：80[20×4箱]
サイズ：φ150×125
材質：MDF
カラー：B/G/R/Y
才数：2.0ポイント
JAN：641719

1(20813)

●XC-118 インナー入数20

ビビットクラブ 角スタンド
入数：80[20×4箱]
サイズ：150×150×127
材質：MDF
カラー：B/G/R/Y
才数：2.1ポイント
JAN：641818

1(30814)

5Pセット販売用ラベル付
注）
5種類（MD ・ FD ・ CD ・ 文庫本 ・
VIDEOサイズ）をVIDEOサイズの中に
ひとまとめにした5P梱包となります。
単一サイズでのご注文はお受けするこ
とができませんのでご了承下さい。

★XC-200Iインナー入数60(5P×12セット)

クラフトボックス5種類
入数：60〔5P×12セット〕
材質：クラフト紙
カラー：B
才数：4.3ポイント
JAN：650094

2(10028)

★XC-303B インナー入数12

レザー調小物入れ＆ミニ観葉植木鉢
入数：96[12×8箱]
サイズ：φ70×60
材質：陶器
カラー：BK
才数：1.7ポイント
JAN：660321

5(35718)

●S521 インナー入数20

ロート
入数：200[20×10袋]
サイズ：φ120×115
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：3.2ポイント
JAN：092801

(8593)

●K111 インナー入数10

ユーポット 1型
入数：120[10×12袋]
サイズ：134×134×95
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：3.6ポイント
JAN：080105

(60513)

●N110 インナー入数10

ファインボール
入数：120[10×12袋]
サイズ：φ172×122
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：6.2ポイント
JAN：064709

(70514)

●S467 インナー入数20

流しすのこ(小)
入数：120[20×6袋]
サイズ：390×295×7
材質：P.E.
カラー：G・P・Y
才数：3.8ポイント
JAN：050108

(58413)

★＊S467G インナー入数20

流しすのこ(小) グリーン
入数：120[20×6袋]
サイズ：390×295×7
材質：P.E.
カラー：G
才数：3.8ポイント
JAN：050139

(50413)

●2012 インナー入数30

ピュアボール
入数：120[30×4袋]
サイズ：φ205×95
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：2.6ポイント
JAN：201203

(40413)

●2037 インナー入数10

手付ボール
入数：120[10×12袋]
サイズ：φ190×100
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：2.6ポイント
JAN：203702

(55410)

●S450 インナー入数25

18cmボール
入数：200[25×8袋]
サイズ：φ180×75
材質：P.S.
カラー：S・U
才数：4.9ポイント
JAN：032203

(55111)
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●シリコンのフタはメモを書いても洗って消せます。●シリコンのフタはメモを書いても洗って消せます。

シリコンブタの保存容器 角型クリア シリコンブタの保存容器 長角型クリア クッキングカップ

★S311 インナー入数50

製氷皿（小）
入数：200[50×4箱]
サイズ：239×102×27
材質：P.E.
カラー：W
才数：6.2ポイント
JAN：034405

(88515)

★S310 インナー入数50

製氷皿（大）
入数：200[50×4箱]
サイズ：242×102×34
材質：P.E.
カラー：W
才数：7.8ポイント
JAN：034504

(78312)

★S528 インナー入数20

計量カップ
入数：360[20×18袋]
サイズ：φ90×80
材質：P.S.
カラー：C
才数：3.7ポイント
JAN：025403

(00011)

★2109W インナー入数12

スマートおろし器
入数：288[12×24袋]
サイズ：183×90×27
材質：P.S.
カラー：W
才数：3.4ポイント
JAN：210915

8(03214)

●収納保管に便利なフック穴付！●収納保管に便利なフック穴付！

●S403

丸皿（1P）
入数：200
サイズ：φ137×20
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：1.3ポイント
JAN：071202

(00410)

●S406

茶碗
入数：200
サイズ：φ105×50
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：1.5ポイント
JAN：041205

(00410)

●S428 インナー入数30

どんぶり
入数：180[30×6袋]
サイズ：φ165×59
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：2.3ポイント
JAN：043902

(00310)

●2616 インナー入数30

ピクニカL（2P）
入数：120[30×4袋]
サイズ：198×190×35
材質：P.P.
カラー：G・R
才数：2.6ポイント
JAN：261603

(80618)

●2615 インナー入数30

ピクニカM（2P）
入数：120[30×4袋]
サイズ：155×147×49
材質：P.P.
カラー：G・R
才数：2.1ポイント
JAN：261504

(45513)

●S438 インナー入数10

フレンドコップストロー付
入数：200[10×20箱]
サイズ：φ83×71
容量：約270㎖
材質：本体/P.P.、フタ/P.E.
カラー：G・P・Y
才数：4.0ポイント
JAN：066802 (73416)

●M166 インナー入数20

マンガクーラー
入数：120[20×6袋]
サイズ：φ86×177
容量：約740㎖
材質：本体/P.P.、フタ/P.E.
カラー：G・P・Y
才数：6.5ポイント
JAN：072308 (50713)

●2704

サンプレイサイドクーラー
入数：60
サイズ：280×103×145
容量：約2.7ℓ
材質：P.E.
カラー：G・P
才数：10.1ポイント
JAN：270407 4(85254)

●2707

ペンギンクーラー20型
入数：80
サイズ：138×80×268
容量：約2ℓ
材質：本体/P.E.、フタ/P.P.
カラー：G・P
才数：9.6ポイント
JAN：270704 8(55232)

●M-25

ペンギンクーラー25型
入数：60
サイズ：138×82×290
容量：約2.5ℓ
材質：本体/P.E.、フタ/P.P.
カラー：G・P
才数：7.8ポイント
JAN：068400 4(93632)

●M-37

ペンギンクーラー37型
入数：40
サイズ：184×94×295
容量：約3.7ℓ
材質：本体/P.E.、フタ/P.P.
カラー：G・P
才数：8.5ポイント
JAN：068509 5(75256)

★1061C インナー入数10

シリコンブタの保存容器 丸型クリア
入数：160[10×16袋]
サイズ：φ108×52
容量：約290㎖
材質：本体/P.P.、フタ/シリコン
カラー：C
才数：4.3ポイント
JAN：106119 1(05713)

★1012 インナー入数10

レンジ大皿
入数：120[10×12袋]
サイズ：φ238×22
材質：P.P.
カラー：C
才数：1.3ポイント
JAN：101213

(00410)

★1062C インナー入数10

入数：160[10×16袋]
サイズ：100×100×52
容量：約270㎖
材質：本体/P.P.、フタ/シリコン
カラー：C
才数：3.6ポイント
JAN：106218 1(95714)

★1063C インナー入数10

入数：160[10×16袋]
サイズ：119×89×52
容量：約280㎖
材質：本体/P.P.、フタ/シリコン
カラー：C
才数：3.8ポイント
JAN：106317 1(85716)

★9004 インナー入数20

入数：120[20×6袋]
サイズ：φ96×150
容量：約680㎖
材質：本体/P.P.、フタ/P.E.
カラー：C
才数：7.3ポイント
JAN：900410 8(90512)
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●置き場所に困るお玉を簡単一発収納!●置き場所に困るお玉を簡単一発収納!

●お買い物時に入れ場所に困るタマゴパックを低反発素材で●お買い物時に入れ場所に困るタマゴパックを低反発素材で
しっかりガード。しっかりガード。

脱衣かご

★A290

入数：60
サイズ：490×360×153
材質：P.P.
カラー：御影
才数：4.5ポイント
JAN：040703

(83629)

●S411 インナー入数25

バットレー 2型
入数：150[25×6袋]
サイズ：222×172×43
材質：P.S.
カラー：G・P・Y
才数：3.6ポイント
JAN：061609

(10513)

●4023 インナー入数12

KID'S洗面器
入数：180[12×15袋]
サイズ：φ260×70
容量：約2.3ℓ
材質：P.P.
カラー：B・G・R
才数：5.0ポイント
JAN：402310 7(45713)

●4024 インナー入数12

KID'S腰掛
入数：144[12×12袋]
サイズ：φ205×125
材質：本体/P.P.、脚/P.E.
カラー：B・G・R
才数：6.2ポイント
JAN：402419

7(78226)

●A284

風呂椅子
入数：80
サイズ：φ235×245
材質：本体/P.P.、脚/P.E.
カラー：B・G・P
才数：4.1ポイント
JAN：067304

(05730)

●A274 インナー入数20

手おけ
入数：120[20×6袋]
サイズ：φ140×228
容量：約1.4ℓ
材質：P.P.
カラー：G・OR・Y
才数：3.4ポイント
JAN：042202 (10519)

★XK-168 インナー入数12

汚れ取りプレート 5P
入数：240[12×20台紙]
サイズ：112×88
材質：P.P.
カラー：C
才数：0.5ポイント
JAN：616816

4(00315)

●1058 インナー入数10

ライフコップ ストレートタイプ
入数：200[10×20箱]
サイズ：φ74×68
容量：約200㎖
材質：P.P. カラー：B・P
才数：4.8ポイント
JAN：105808

8(35412)

●2101 インナー入数20

メイクシャーベット
入数：160[20×8袋]
サイズ：131×82×26
材質：P.E.
カラー：G・P・Y
才数：5.6ポイント
JAN：210106

(00610)

★XC-382 インナー入数12

たまごガード
入数：72[12×6袋]
サイズ：250×120×80
材質：ポリウレタン、ポリエステル、紙
カラー：Y
才数：2.9ポイント
JAN：668211

8(20042)

●S404 インナー入数30

テーブルスタンド
入数：120[30×4箱]
サイズ：φ103×180
材質：本体/P.P.、仕切り/P.S.
カラー：G・P・Y
才数：5.3ポイント
JAN：042103

(83614)

●S331 インナー入数50

入数：150[50×3袋]
サイズ：191×97×58
材質：P.S.
カラー：G・P・Y
才数：6.1ポイント
JAN：043209

(60511)

トレースタンド 1型

★＊A274G インナー入数20

手おけ グリーン
入数：120[20×6袋]
サイズ：φ140×228
容量：約1.4ℓ
材質：P.P.
カラー：G
才数：3.4ポイント
JAN：042233 (10519)

●A206 インナー入数40

歯ブラシ立
入数：120[40×3袋]
サイズ：132×82×114
材質：本体/P.P.、フタ/P.S.
カラー：G・OR・Y
才数：6.8ポイント
JAN：061104

(70711)

●A137 インナー入数30

スペースフック小(18入)
入数：120[30×4袋]
サイズ：60×40
材質：P.P.
カラー：B・G・R・W
才数：1.1ポイント
JAN：033507

(60215)

●A151 インナー入数20

ツリツリー
入数：160[20×8袋]
サイズ：253×66
材質：P.P.
カラー：B・G・R・W
才数：2.5ポイント
JAN：041502

(05210)

★5509 インナー入数10

健康マット
入数：100[10×10袋]
サイズ：310×310×15
材質：P.E.
カラー：G
才数：5.8ポイント
JAN：550912

7(33623)

●4022 インナー入数12

KID'S湯桶
入数：240[12×20袋]
サイズ：φ209×86
容量：約1.75ℓ
材質：P.P.
カラー：B・G・R
才数：3.1ポイント
JAN：402211 7(73316)

●A26B インナー入数30

洗面器
入数：120[30×4袋]
サイズ：φ323×85
容量：約2.5ℓ
材質：P.P.
カラー：G・OR・Y
才数：3.0ポイント
JAN：035105 (80717)

★1509W インナー入数12

お玉置き・W
入数：192[12×16袋]
サイズ：114×109×31
材質：P.S.
カラー：W
才数：3.7ポイント
JAN：150914

8(28318)
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●耐荷重：1ヶあたり約200g●耐荷重：1ヶあたり約200g

★XC-233I インナー入数20

スチールケーブルフック・S（16入）
入数：640[20×32袋]
サイズ：20×13
材質：本体/スチール

両面テープ/EVA樹脂・紙
才数：4.2ポイント
JAN：653392 3(70718)

●5002 インナー入数30

フラワースプレー
入数：120[30×4箱]
サイズ：104×52×220
容量：約370㎖
材質：P.E.、P.P.
カラー：G・R
才数：6.7ポイント
JAN：500207 (95715)

★4516BR インナー入数12

ゴミ箱ちり取り
入数：96[12×8袋]
サイズ：202×180×158
材質：P.P.
カラー：BR
才数：5.4ポイント
JAN：451639

7(70126)

●4554 インナー入数12

ポップくず入・Car's
入数：144[12×12袋]
サイズ：φ200×200
容量：約4ℓ
材質：P.P. カラー：B・P
才数：3.5ポイント
JAN：455415

9(73225)

★XT-107 インナー入数20

差込キャスター30mm・2P
入数：160[20×8袋]
サイズ：37×33×65
材質：P.P.、スチール
カラー：BK
才数：1.4ポイント
JAN：690717

9(68425)

●5081 インナー入数50

ひまわりフェンス
入数：200[50×4袋]
サイズ：260×380×21
材質：P.P.
カラー：P・Y
才数：11.2ポイント
JAN：508104

7(15315)

★E310 インナー入数10

園芸フェンス 3型
入数：150[10×15袋]
サイズ：360×210×10
材質：P.P.
カラー：W
才数：4.4ポイント
JAN：014506

(80116)

●E315 インナー入数25

受皿（中）・2P
入数：100[25×4袋]
サイズ：φ155×35
材質：P.P.
カラー：BE・W
才数：1.5ポイント
JAN：018108

(00517)

●E200 インナー入数20

植木鉢
入数：120[20×6袋]
サイズ：φ212×183
材質：P.P.
カラー：BE・W
才数：4.8ポイント
JAN：012908

(70519)

●E222 インナー入数20

丸鉢（小）
入数：180[20×9袋]
サイズ：φ147×100
材質：P.P.
カラー：BE・W
才数：3.7ポイント
JAN：071509

(00111)

※色記号 B:ブルー BE:ベージュ BK:ブラック BR:ブラウン C:クリア G:グリーン GO:ゴールド GY:グレー I:アイボリー N:ナチュラル NB:ニューブルー OR:オレンジ P:ピンク R:レッド S:スモーク SI:シルバー U:アンバー W:ホワイト Y:イエロー
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●E330 インナー入数20

園芸用水さし(A型)
入数：120[20×6袋]
サイズ：φ118×310×144
容量：約930㎖
材質：P.E.
カラー：素焼・W
才数：12.5ポイント
JAN：014605 (68511)

灯油ポンプホルダー ファミリートレー

★XK-150 インナー入数20

入数：120[20×6袋]
サイズ：55×335×45
材質：本体/P.E.､ホルダー/P.P.
カラー：GY
才数：5.2ポイント
JAN：615017

2(43717)

★3518 インナー入数12

入数：120[12×10袋]
サイズ：400×220×37
材質：P.P.
カラー：BK
才数：5.1ポイント
JAN：351809

8(60125)

★4516BK インナー入数12

ゴミ箱ちり取り
入数：96[12×8袋]
サイズ：202×180×158
材質：P.P.
カラー：BK
才数：5.4ポイント
JAN：451615

6(85027)

★7289W インナー入数30

プリティバケツ7型 ホワイト
入数：60[30×2袋]
サイズ：φ280×185
容量：約7ℓ
材質：P.P.
カラー：W
才数：6.0ポイント
JAN：728922 8(75233)

★4018 インナー入数12

トラベル洗たくセットピンチ6P付
入数：192[12×16袋]
サイズ：181×81×25
材質：P.P.、スチール
カラー：B
才数：3.3ポイント
JAN：401818

0(55713)

●洗たくバサミ6個&インナーケース付！●洗たくバサミ6個&インナーケース付！

★XC-146W インナー入数12

EVA傘 ホワイト
入数：72[12×6束]
親骨長さ：約48cm
材質：EVA樹脂
カラー：W
才数：1.5ポイント
JAN：644635

9(68425)

●XC-233D インナー入数20

ケーブルフック・L（6入）
入数：640[20×32袋]
サイズ：20×30×7
材質：本体/P.P.、両面テープ/EVA樹脂・紙
カラー：BE・BK・GY・W
才数：4.0ポイント
JAN：653347

3(10318)

●耐荷重：1ヶあたり約400g●耐荷重：1ヶあたり約400g

●XC-233F インナー入数20

ケーブルフック・S（15入）
入数：640[20×32袋]
サイズ：18×16×3
材質：本体/P.P.、両面テープ/EVA樹脂・紙
カラー：BE・BK・GY・W
才数：2.5ポイント
JAN：653361

3(10411)

●耐荷重：1ヶあたり約200g●耐荷重：1ヶあたり約200g

★XT-108 インナー入数20

差込キャスター40mm・2P
入数：120[20×6袋]
サイズ：50×38×90
材質：P.P.、スチール
カラー：BK
才数：1.4ポイント
JAN：690816

(40719)




