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今治あぜ織タオル（フェイスタオル） ドライTシャツ 保冷ベーシックトート（S） テントクロス クリアポーチ A4 スマホ＆タブレットスタンド ダブルウォールタンブラー（バンブーファイバー配合）

¥800 P.121 ¥800／1,100 P.125 ¥820 P.77 ¥830 P.15 ¥830 P.23 ¥850 P.78

☆ ☆

FMポケットラジオ テントクロス 折りたたみ保冷温トート フレームスクエアボトル（380ml） エイドクルー 88 ループキャップアルミボトル（600ml）シンプリーUSB卓上加湿器

¥850 P.110 ¥870 P.14 ¥880 P.81 ¥880 P.108 ¥900 P.82 ¥900 P.98

☆

ヘビーウェイトＴシャツ 保冷ベーシックトート（M） スマートエマージェンシーボトルセット 電子メモ（4.5インチ） ジェットストリーム 4&1 0.7 ベクター（ボールペン）

¥950～1,450 P.123 ¥980 P.77 ¥980 P.107 ¥1,000 P.38 ¥1,000 P.40 ¥1,000 P.60

小判型バスボム入浴両（3P） 車載用防災ポーチ8点セット 今治謹製紋織タオル 1000

参考上代

￥1,001～ ￥2,000

ハイクオリティーTシャツ

¥1,000 P.97 ¥1,000 P.106 ¥1,000 P.122 ¥1,020～1,650 P.124

抗菌シボナシレザー風スリッパ プリントスポーツタオル（白） ベルドームアンブレラ ソリッドメモ＆ペン RF 2フェイスメモ＆ペン RF ブラスシューホーンキーホルダー

¥1,030／1,170 P.129 ¥1,070 P.120 ¥1,090 P.114 ¥1,100 P.27 ¥1,100 P.27 ¥1,100 P.30

☆ ☆ ☆

テントクロス抗菌レジカゴトート テントクロスタブレットPCケース ステンレスドリンクボトル 電波目覚まし時計 ナチュラルフードボックス 防災緊急7点セット（ボトルタイプ）

¥1,120 P.12 ¥1,120 P.15 ¥1,150／1,300 P.80 ¥1,200 P.62 ¥1,200 P.99 ¥1,200 P.107

☆ ☆

抗菌ベーシックスリッパ ミラークロック 2ポートUSBアダプター（3.4A） 2WAYステンレスタンブラー（350ml缶対応）晴雨兼用 折りたたみ傘 ステンレスタンブラー

¥1,220 P.129 ¥1,250 P.62 ¥1,300 P.24 ¥1,300 P.31 ¥1,300 P.114 ¥1,325／1,375 P.79

☆ ☆

ステンレス ・ コンビニタンブラー ドライポロシャツ(ポケット付） アジャスター機能付ベスト 目覚まし電波クロック キューブデスクスタンド ポケッタブル音波振動歯ブラシ

¥1,350 P.18 ¥1,380 P.126 ¥1,400 P.112 ¥1,500 P.62 ¥1,500 P.62 ¥1,500 P.98

☆

コンパクト防災8点セット コンパクトファーストエイドキット 15点セット サイクロン3 段折傘 今治謹製紋織タオル 1500 60cm サイクロンジャンプ傘 ステンレスサーモタンブラー（380ml）

¥1,500 P.106 ¥1,500 P.108 ¥1,500 P.113 ¥1,500 P.122 ¥1,600 P.113 ¥1,680 P.79

抗菌ボーダーフェイスタオル（袋入）今治あぜ織タオル（ハンドタオル） エコ手袋MIXカラー（伸縮タイプ）

参考上代

￥501～ ￥1,000

オーシャンロックグラス（245ml）

¥500 P.121 ¥500 P.121 ¥500 P.128 ¥505 P.82

ウォッシャブルスムーストート mini Re:WEARイージーケアトート flat ２フェイスメモボックス プリントマフラータオル(白) ファブリックノートブック デカビアグラス（420ml）

¥510 P.8 ¥520 P.9 ¥520 P.28 ¥520 P.120 ¥530 P.33 ¥535 P.82

☆ ☆ ☆ ☆

プリントフェイスタオル ユーティリティバッグ（Ｍ） レンジでひとり用鍋 テントクロス保冷温ランチバッグ オーシャングラス（315ml） 小瓦せんべい（8枚入／12枚入）

¥540～650 P.120 ¥550 P.76 ¥550 P.93 ¥560 P.13 ¥560 P.82 ¥560／850 P.103

☆

Re:WEARイージーケアトート テントクロス折りたたみ抗菌トート 2フェイスノートブック キャンバストート（ML） バッグにもなるシートクッション カラビナ付ポケットライト

¥580 P.9 ¥580 P.12 ¥580 P.33 ¥580／720 P.68 ¥580 P.100 ¥580 P.110

☆ ☆ ☆

ウォッシャブルスムーストート デカビアグラス（620ml） 手ぬぐい フリクションボール3スリム 0.5 コンパクトファーストエイドキット ６点セット LEDランタントーチ ハンドプル

¥590 P.8 ¥590 P.82 ¥590 P.118 ¥600 P.42 ¥600 P.108 ¥600 P.109

☆

エマージェンシーハンマー3 ユーティリティバッグコンビ（Ｍ） スリムクリアボトル（500ml） 2WAYアクティブバッグ ホワイトボード型A5ノート（4枚） オーガニックコットンキャンバストート（M）

¥600 P.111 ¥620 P.76 ¥650 P.81 ¥650 P.99 ¥680 P.38 ¥680／880 P.65

タイベック クッションケース キャンバストート（L） バンブータンブラー（280ml） カスタムデザインタンブラーFC 涼感マフラータオル（ボトルケース付）ハンディチョッパー

¥700 P.31 ¥700／850 P.68 ¥700 P.78 ¥700／800 P.81 ¥700 P.100 ¥710 P.21

☆ ☆

元気の出る猫語録手ぬぐい ライトウェイトＴシャツ アメリカンキャップ テントクロス保冷温マルシェトート クルリト デイリーバッグ クルリトデイリーバッグ（NEWカラー）

¥740 P.118 ¥750／950 P.125 ¥750 P.128 ¥800 P.31 ¥800 P.72 ¥800 P.72

☆ ☆

スマホスタンドになるバッグハンガー ロイヤルスタイルセット マジカルキッチンセット ポーチ入 携帯防災対策7点セット 防災衛生6点セット（ポーチタイプ） 60cm クリアジャンプ傘

¥800 P.77 ¥800／1,000 P.96 ¥800 P.96 ¥800 P.105 ¥800 P.105 ¥800 P.114


