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商品全般を価格帯別に見渡すことができる便利な一覧表です。
ご予算に見合った商品がきっと見つかります。
※参考上代の一覧表です。

135 136

ジュース 0.5 スーパーグリップG 抗菌 0.7 ビクーニャフィール 0.7 エナージェルエス 0.5 サラサクリップ 0.5 フリクションライト

¥100 P.44 ¥100 P.45 ¥100 P.45 ¥100 P.45 ¥100 P.46 ¥100 P.48

レックスグリップ シャープペンシル 色えんぴつシャープナー付（6P） 環境にやさしいウェットティッシュ（10枚入）紙石けん（10枚入） 冷却シート（2P） 純金茶（2P）

¥100 P.48 ¥100 P.51 ¥100 P.85 ¥100 P.87 ¥100 P.91 ¥100 P.103

ニュークリスタルライター ホイッスル付きライトペン アニマルリフレクター

参考上代

￥101～ ￥200

携帯用アルコール除菌ジェル（3P）

¥100 P.104 ¥100 P.112 ¥100 P.112 ¥110 P.86

休足時間 足すっきりシート（2P） かや織りふきん ユニボール ワン 0.5 １２色クレヨン 5色ふせんセット 不織布手提げバッグ

¥110 P.91 ¥110 P.94 ¥120 P.46 ¥120 P.51 ¥120 P.54 ¥120 P.75

キレイキレイ除菌ウェットシート（10枚入）ホワイトミラー ペーパーホルダー半透明 不織布A4フラットトート ブック型エコ付箋メモ 抗菌マスクケース

¥120 P.86 ¥120 P.98 ¥124 P.37 ¥125 P.73 ¥130 P.54 ¥130 P.84

☆

パステル爪切り NEWエコ ・ トートバッグ 不織布カジュアルトート（A4縦） 再生不織布A4フラットトート 半永久鉛筆付きタッチペン ジェットストリーム 0.7／0.5

¥130 P.98 ¥140 P.72 ¥140 P.73 ¥145 P.65 ¥150 P.38 ¥150 P.39

アクロボール 0.7 エコマグネバー 純金茶（4P） カラフルふせんセット メタルラバータッチペン Ａ４コットンバッグ

¥150 P.43 ¥150／180 P.56 ¥150 P.103 ¥160 P.54 ¥160 P.59 ¥160／250 P.70

不織布バッグ（A4横 ・ 縦） 郷湯紀行（2P） ＰＲ定規 反射板キーホルダー コットン巾着（M） コットンバッグ（S）

¥160 P.74 ¥160 P.97 ¥170／230 P.52 ¥170 P.112 ¥175／220 P.71 ¥180／280 P.69

厚手コットンA4フラットトート 不織布スタンダードバッグ 使い捨てバスタオル プリントタオルハンカチ 再生不織布A4スクエアトート 厚手不織布バッグ（A4 横 ・ 縦）

¥180／280 P.70 ¥180 P.73 ¥180 P.88 ¥186 P.119 ¥190 P.65 ¥190 P.74

参考上代

￥50以下

ポケットティッシュ（８Ｗ） バイオマスマーク付きレギュラーティッシュ（8W）あぶらとり紙（10枚入） スリムボールペン

¥16 P.89 ¥19 P.89 ¥25 P.87 ¥30 P.47

ファストエイド（通常タイプ） 使い捨てフェイスタオル ファストエイド（滅菌タイプ） クリアフォルダー アドバッグ A4 ネットスポンジ

¥30 P.87 ¥32 P.88 ¥35 P.87 ¥36／60 P.34 ¥50 P.75 ¥50 P.94

ミルクカートン再生キッチンペーパー（10W）

参考上代

￥51～ ￥100

ペーパーホルダーホワイト COC 広告入り種子（モダン） アドバッグ A4（持ち手付）

¥50 P.94 ¥58 P.37 ¥58 P.104 ¥70 P.75

不織布小判抜きバッグ ノンアルコール除菌ウェットティッシュスリム（10枚入）エイトバンセット メタリックボールペン 4 in 1 タッチペン 冷えピタ（2P）

¥75 P.75 ¥75 P.85 ¥75 P.87 ¥80 P.47 ¥80 P.59 ¥80 P.91

竹ふきん 除菌ウェットティッシュスリム（10枚入）メントール配合汗拭きウェットシート（10枚入）ミニキューブBOXティッシュ（30W）アニマル付箋 エコ ・ クラフト付箋メモ

¥80 P.94 ¥85 P.85 ¥85 P.91 ¥88 P.90 ¥90 P.51 ¥90 P.54

除菌ウェットティッシュ（10枚入） 抗菌ジッパーバッグ バイオグリーン持ち手付ポリ袋（5P）ネオクリップ スーパーグリップG オーシャンプラスチック 0.7 レックスグリップ 0.7

¥90 P.85 ¥95 P.83 ¥95 P.89 ¥98 P.93 ¥100 P.38 ¥100 P.44


