DAISO 商品リスト

カテゴリ

インテリア

インテリア

インテリア

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415000

86415001

86415002

商品画像

商品名

カーブガラスフレームＬ判（横）

カーブガラスフレームＬ判（縦）

ガラスフレームＬ判

単価×入数

●単価108円（税込）×48

●単価108円（税込）×48

●単価108円（税込）×60

販売価格
（税込）

商品仕様

¥5,184

●重量： 173ｇ色： Ｌ判（横）12個材質： ソーダガラ
ス、紙、ＰＶＣ、プラスチック SODAGLASS PAPER PVC
PAPER PLASTIC色々価格（JAN）： なしアソート商品
（JAN）： なし内容数： 1個1枚 ●落とすと割れますの
でお取り扱いには充分ご注意下さい。不安定な場所に
置かないで下さい。 Handle carefully since it may be
dropped and broken ●JAN：4549131087062

¥5,184

●重量： 197ｇ色： Ｌ判（縦）12個材質： ソーダガラ
ス、紙、ＰＶＣ、プラスチック SODAGLASS PAPER PVC
PAPER PLASTIC色々価格（JAN）： なしアソート商品
（JAN）： なし内容数： 1個1枚 ●落とすと割れますの
でお取り扱いには充分ご注意下さい。不安定な場所に
置かないで下さい。 Handle carefully since it may be
dropped and broken ●JAN：4549131087093

¥6,480

●重量： 180ｇ色： Ｌ判10個材質： ソーダガラス、紙、
ＰＶＣ、プラスチック、クロムメッキ GLASS PAPER PVC
PLASTIC IRON WITH CHROMING 色々価格（JAN）：
なしアソート商品（JAN）： なし内容数： 1個入 ●ガラ
スフォトフレーム GLASS PHOTO FRAME ●JAN：
4549131087123

インテリア

86415003

ガラスフレームはがきサイズ

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 215ｇ色： はがきサイズ10個材質： ソーダガ
ラス、紙、ＰＶＣ、プラスチック、クロムメッキ GLASS
PAPER PVC PLASTIC IRON WITH CHROMING 色々
価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）： なし内容数：
1個入 ●ガラスフォトフレーム GLASS PHOTO
FRAME ●JAN：4549131087130

インテリア

86415004

デコレーションフレーム（Ｌ判）

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 133ｇ色： 単色12個材質： プラスチック
PLASTIC色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）：
なし内容数： 1個1枚 ●フォトフレーム PHOTO
FRAME ●JAN：4549131099027

インテリア

86415007

フォトフレームＬ判サイズ

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 154ｇ色： なし10個材質： MDF ガラス
MDF GLASSアソート商品（JAN）： ブラウン 10PCS
BROWN 10PCS内容数： 1個入 ●フォトフレームL判
サイズ Photo Frame -For Size L Photo 8.9cm x
12.7cm ●JAN：4549131281149

インテリア

86415008

フォトフレーム２Ｌ判サイズ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 204ｇ色： ブラウン10個材質： MDF ガラス
MDF GLASSアソート商品（JAN）： ブラウン 10PCS
BROWN 10PCS内容数： 1個入 ●フォトフレーム２Ｌ判
サイズ Photo Frame For Size 2L Photo 12.7cm x
17.8cm ●JAN：4549131281163

インテリア

86415009

ナチュラルフォトフレームＬ判
サイズ

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 154ｇ色： ナチュラル10個材質： MDF ガラス
MDF GLASSアソート商品（JAN）： ナチュラル 10PCS
NATURAL 10PCS内容数： 1個入 ●フォトフレームL
判サイズ Photo Frame -For Size L Photo 8.9cm x
12.7cm ●JAN：4549131292046

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

インテリア

86415010

ナチュラルフォトフレーム２Ｌ判
サイズ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 204ｇ色： ナチュラル10個材質： MDF
GLASS MDF GLASSアソート商品（JAN）： ナチュラル
10PCS NATURAL 10PCS内容数： 1個入 ●ナチュラ
ルフォトフレーム２Ｌ判サイズ Photo Frame For Size
2L Photo 12.7cm x 17.8cm ●JAN：4549131292060

インテリア

86415011

ティーキャンドル１５個

●単価108円（税込）×36

¥3,888

●重量： 14ｇ材質： 本体：パラフィンワックスとパーム
ワックス アルミニウム 芯：綿１００％ BODY
PARAFFINWAX PALMWAX ALUMINIUM
COTTON100PCT内容数： 15個入 ●インテリア用
For decoration ●JAN：4549131329971

インテリア

86415012

ガラス花瓶（ｈ）約２２ｃｍ

●単価108円（税込）×32

¥3,456

●容量： 270ｍｌ重量： 252ｇ色： 透明8個材質： ソー
ダガラス SODA GLASS内容数： 1個入 ●無色透明
のガラス花瓶高さ約２２ｃｍ Colorless and Transparent
Glass Vase h about 22cm ●JAN：4549131339864

インテリア

86415013

インテリアカラーミニストーン
（スカイブルー）約４００ｇ

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 400ｇ色： スカイブルー5個材質： 石 stone
内容数： 1個入 ●インテリアカラーミニストーン（スカ
イブルー）約４００ｇ color stone ●JAN：
4549131341058

インテリア

86415014

インテリアカラーミニストーン
（イエロー）約４００ｇ

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 400ｇ色： イエロー5個材質： 石 stone内容
数： 1個入 ●インテリアカラーミニストーン（イエロー）
約４００ｇ color stone ●JAN：4549131341065

インテリア

86415015

インテリアカラーミニストーン
（ピンク）約４００ｇ

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 400ｇ色： ピンク5個材質： 石 stone内容
数： 1個入 ●インテリアカラーミニストーン（ピンク）約
４００ｇ color stone ●JAN：4549131341072

インテリア

86415016

インテリアカラーミニストーン
（ベージュ）約４００ｇ

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 400ｇ色： ベージュ5個材質： 石 stone内容
数： 1個入 ●インテリアカラーミニストーン（ベージュ）
約４００ｇ color stone ●JAN：4549131341089

インテリア

86415017

インテリアカラーストーン（グ
リーン）約４００ｇ

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 400ｇ色： グリーン5個材質： 石 stone内容
数： 1個入 ●インテリアカラーストーン（グリーン）約４
００ｇ color stone ●JAN：4549131341096

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

インテリア

86415018

インテリアカラーストーン（スカ
イブルー）約４００ｇ

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 400ｇ色： スカイブルー5個材質： 石 stone
内容数： 1個入 ●インテリアカラーストーン（スカイブ
ルー）約４００ｇ color stone ●JAN：4549131341102

インテリア

86415019

インテリアカラーストーン（イエ
ロー）約４００ｇ

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 400ｇ色： イエロー5個材質： 石 stone内容
数： 1個入 ●インテリアカラーストーン（イエロー）約４
００ｇ color stone ●JAN：4549131341119

インテリア

86415020

インテリアカラーストーン（ピン
ク）約４００ｇ

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 400ｇ色： ピンク5個材質： 石 stone内容
数： 1個入 ●インテリアカラーストーン（ピンク）約４０
０ｇ color stone ●JAN：4549131341126

インテリア

86415021

インテリアカラーストーン（ベー
ジュ）約４００ｇ

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 400ｇ色： ベージュ5個材質： 石 stone内容
数： 1個入 ●インテリアカラーストーン（ベージュ）約４
００ｇ color stone ●JAN：4549131341133

インテリア

86415022

インテリアカラーサンド（グリー
ン）約４００ｇ

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 400ｇ色： グリーン5個材質： 石 stone内容
数： 1個入 ●インテリアカラーサンド（グリーン）約４０
０ｇ color sand ●JAN：4549131341140

インテリア

86415023

インテリアカラーサンド（スカイ
ブルー）約４００ｇ

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 400ｇ色： スカイブルー5個材質： 石 stone
内容数： 1個入 ●インテリアカラーサンド（スカイブ
ルー）約４００ｇ color sand ●JAN：4549131341157

インテリア

86415024

インテリアカラーサンド（ピン
ク）約４００ｇ

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 400ｇ色： ピンク5個材質： 石 stone内容
数： 1個入 ●インテリアカラーサンド（ピンク）約４００ｇ
color sand ●JAN：4549131341171

インテリア

86415025

インテリアカラーサンド（ベー
ジュ）約４００ｇ

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 400ｇ色： ベージュ5個材質： 石 stone内容
数： 1個入 ●インテリアカラーサンド（ベージュ）約４０
０ｇ color sand ●JAN：4549131341188

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

インテリア

86415026

フォトフレームＡ（木目調、ブラ
ウン、Ｌ判）

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 120ｇ材質： 枠：ＭＤＦ 表面：ガラス フレー
ムスタンド：ＭＤＦ MDF GLASS内容数： 1個入 ●イン
テリア用 For decoration ●JAN：4549131345773

インテリア

86415027

フォトフレームＡ（木目調、ブラ
ウン、ハガキサイズ）

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 165ｇ材質： 枠：ＭＤＦ 表面：ガラス フレー
ムスタンド：ＭＤＦ MDF GLASS内容数： 1個入 ●イン
テリア用 For decoration ●JAN：4549131345780

インテリア

86415028

フォトフレームＡ（木目調、ブラ
ウン、２Ｌ判）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 200ｇ材質： 枠：ＭＤＦ 表面：ガラス フレー
ムスタンド：ＭＤＦ MDF GLASS内容数： 1個入 ●イン
テリア用 For decoration ●JAN：4549131345797

インテリア

86415029

フォトフレーム（シンプル、Ｌ
判）

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 120ｇ材質： 枠：ＭＤＦ 表面：ガラス フレー
ムスタンド：ＭＤＦ MDF GLASS内容数： 1個入 ●イン
テリア用 For decoration ●JAN：4549131345803

インテリア

86415030

フォトフレーム（シンプル、ハガ
キサイズ）

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 165ｇ材質： 枠：ＭＤＦ 表面：ガラス フレー
ムスタンド：ＭＤＦ MDF GLASS内容数： 1個入 ●イン
テリア用 For decoration ●JAN：4549131345810

インテリア

86415031

フォトフレーム（シンプル、２Ｌ
判）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 200ｇ材質： 枠：ＭＤＦ 表面：ガラス フレー
ムスタンド：ＭＤＦ MDF GLASS内容数： 1個入 ●イン
テリア用 For decoration ●JAN：4549131345827

インテリア

86415032

フォトフレーム（ホワイト、シル
バーライン、Ｌ判）

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 105ｇ材質： 枠：PVC表面：ガラス フレーム
スタンド：ＭＤＦ PVC GLASS MDF内容数： 1個入 ●
インテリア用 For decoration ●JAN：4549131345834

インテリア

86415033

フォトフレーム（ホワイト、シル
バーライン、ハガキサイズ）

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 140ｇ材質： 枠：ＰＶＣ 表面：ガラス フレー
ムスタンド：ＭＤＦ MDF GLASS PVC内容数： 1個入
●インテリア用 For decoration ●JAN：
4549131345841

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

インテリア

86415034

フォトフレーム（ホワイト、シル
バーライン、２Ｌ判）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 180ｇ材質： 枠：PVC 表面：ガラス フレーム
スタンド：ＭＤＦ MDF GLASS PVC内容数： 1個入 ●
インテリア用 For decoration ●JAN：4549131345858

インテリア

86415035

あっぱれ招き猫

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 100ｇ色： 白8個材質： ドロマイト dolomite
色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）： なし内容
数： 1個入 ●あっぱれ招き猫 Beckoning Cat-2 ●
JAN：4549131351286

インテリア

86415036

花びん ３色アソート

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 190ｇ色： 白10個、水色3個、黄色3個材質：
陶磁器 ston wear内容数： 1個入 ●花びん The
vase ●JAN：4549131355093

インテリア

86415037

お札が入れられる貯金箱
（ブック柄）１８０×９０×３０ｍ
ｍ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 80ｇ色： ブルー6個、グリーン6個材質： ス
チール steel色々価格（JAN）： なしアソート商品
（JAN）： なし内容数： 1個入 ●お札を入れられる貯
金箱です。 It is a piggy bank that can be put in the
bill. ●JAN：4549131357226

インテリア

86415038

シンプルガラス花瓶

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●容量： 195ｍｌ重量： 195ｇ材質： ガラス Glass内容
数： 1個入 ●ガラス花瓶 Glass Vases ●JAN：
4549131371437

インテリア

86415039

ガラス丸型花瓶

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 200ｍｌ重量： 200ｇ材質： ガラス Glass内容
数： 1個入 ●ガラス花瓶 Glass Vases ●JAN：
4549131371444

インテリア

86415040

インテリア タワーボトル 約１
９５ｍｌ

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●容量： 195ｍｌ重量： 320ｇ色： ブラウン5個、透明5
個材質： ガラス Glass内容数： 1個入 ●ガラスボト
ル Glass bottles ●JAN：4549131371482

インテリア

86415041

ウッドＢＯＸナチュラルフレンチ
Ａアソート

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 68ｇ色： ナチュラル大4個、ナチュラル中4
個、ナチュラル小4個材質： 合板 PLYWOOD内容数：
1個入 ●木製ＢＯＸです。大26ｘ5ｘ10ｃｍ 85ｇ 中24ｘ
4.5ｘ8ｃｍ 68ｇ 小22ｘ4ｘ6.5ｃｍ 50ｇ PLYWOOD BOX
●JAN：4549131383133

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

インテリア

86415042

ウッドＢＯＸナチュラルフレンチ
Ｂアソート

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 94ｇ色： ナチュラル大4個、ナチュラル中4
個、ナチュラル小4個材質： 合板 PLYWOOD内容数：
1個入 ●木製ＢＯＸです。大23x8x11cm 115ｇ中
21x7.5x9cm 95ｇ 小19x7x7.5cm 70ｇ PLYWOOD
BOX ●JAN：4549131383140

インテリア

86415043

ハンドメイドキャンドルパステ
ルカラーＡ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 168ｇ色： ピンク6個、オレンジ6個材質： パ
ラフィン 綿 paraffin cotton内容数： 1個入 ●ハンド
メイドキャンドルパステルカラーＡ candle ●JAN：
4549131404579

インテリア

86415044

ハンドメイドキャンドルパステ
ルカラーＢ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 168ｇ色： グリーン6個、ブルー6個材質： パ
ラフィン 綿 paraffin cotton内容数： 1個入 ●ハンド
メイドキャンドルパステルカラーＢ candle ●JAN：
4549131404586

インテリア

86415045

木製イーゼル 大

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 64ｇ材質： 木 松 pine wood内容数： 1個
入 ●木製イーゼル 大 Wooden Easel-large- ●JAN：
4549131404654

インテリア

86415046

木製インテリアフタ付きＢＯＸ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 112ｇ材質： 桐 合板 paulownia wood
plywood内容数： 1個入 ●木製インテリアフタ付き
BOX Interior Box-With Lid ●JAN：4549131404715

インテリア

86415047

木製インテリアブラックボード

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 300ｇ材質： MDF MDF内容数： 1個入 ●
木製インテリアブラックボード WOODEN
BLACKBOARD ●JAN：4549131404753

インテリア

86415048

木製インテリアウッドボックス
（大中小アソート）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 110ｇ色： 大4個、中4個、小4個材質： 木（桐
木） WOODEN Paulownia内容数： 1個入 ●木製イン
テリアウッドボックス（大中小アソート） WOODEN BOX
●JAN：4549131404807

インテリア

86415049

木製インテリアウッドボックス
（大小アソート）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 180ｇ色： 大6個、小6個材質： 木（ポプラ合
板） WOODEN poplar内容数： 1個入 ●木製インテリ
アウッドボックス（大小アソート） WOODEN BOX ●
JAN：4549131404814

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

6 / 198 ページ

DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

インテリア

86415050

フォトフレーム（木製インテリ
ア、Ｌ、ナチュラル）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 123ｇ材質： 外側：ＭＤＦ ガラス MDF Glass
内容数： 1個入 ●フォトフレーム Photo Frame ●
JAN：4549131423167

インテリア

86415051

フォトフレーム（木製インテリ
ア、Ｌ、クラシック）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 123ｇ材質： 外側：ＭＤＦ ガラス MDF Glass
内容数： 1個入 ●フォトフレーム Photo Frame ●
JAN：4549131423174

インテリア

86415052

フォトフレーム（木製インテリ
ア、２Ｌ、ナチュラル）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 212ｇ材質： 外側：ＭＤＦ ガラス MDF Glass
内容数： 1個入 ●フォトフレーム Photo Frame ●
JAN：4549131423181

インテリア

86415053

フォトフレーム（木製インテリ
ア、２Ｌ、クラシック）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 212ｇ材質： 外側：ＭＤＦ ガラス MDF Glass
内容数： 1個入 ●フォトフレーム Photo Frame ●
JAN：4549131423198

インテリア

86415054

パステルカラーフォトフレーム
Ｌ判

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 125ｇ色： なし10個材質： 紙 中密度繊維
板 鉄 mdf paper iron内容数： 1個入 ●パステルカ
ラーフォトフレームＬ判 pastel colorl photo frame
square ●JAN：4549131425000

インテリア

86415055

インテリアウッドウォールフック

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 80ｇ色： ナチュラル4個、ブラウン4個材質：
松木 スチール PINEWOOD STEEL内容数： 1個入
●インテリアフックです INTERIOR HOOK ●JAN：
4549131425710

インテリア

86415056

パステルカラーフォトフレーム
ハガキサイズブルー

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 134ｇ色： なし10個材質： 枠：発泡ボード
表面：ガラス 裏面：ＭＤＦ foam boaed glass mdf内容
数： 1個入 ●パステルカラーフォトフレームハガキサ
イズブルー Pastel color photo frame postcard size
Blue ●JAN：4549131425956

インテリア

86415057

パステルカラーフォトフレーム
ハガキサイズピンク

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 134ｇ色： 無し10個材質： 枠：発泡ボード
表面：ガラス 裏面：ＭＤＦ foam boaed glass mdf内容
数： 1個入 ●パステルカラーフォトフレームハガキサ
イズピンク Pastel color photo frame postcard size
pink ●JAN：4549131425963

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

インテリア

86415058

パステルカラーフォトフレーム
ハガキサイズホワイト

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 134ｇ色： なし10個材質： 枠：発泡ボード
表面：ガラス 裏面：ＭＤＦ foam boaed glass mdf内容
数： 1個入 ●パステルカラーフォトフレームハガキサ
イズホワイト Pastel color photo frame postcard size
white ●JAN：4549131425970

86415059

パステルカラーフォトフレーム
Ｌ判ブルー

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 103ｇ色： なし12個材質： 枠：発泡ボード
表面：ガラス 裏面：ＭＤＦ foam boaed glass mdf内容
数： 1個入 ●パステルカラーフォトフレームＬ判ブルー
Pastel color photo frame L-size blue ●JAN：
4549131425987

インテリア

86415060

パステルカラーフォトフレーム
Ｌ判ピンク

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 103ｇ色： なし12個材質： 枠：発泡ボード
表面：ガラス 裏面：ＭＤＦ foam boaed glass mdf内容
数： 1個入 ●パステルカラーフォトフレームＬ判ピンク
Pastel color photo frame L-size pink ●JAN：
4549131425994

インテリア

86415061

パステルカラーフォトフレーム
Ｌ判ホワイト

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 103ｇ色： なし12個材質： 枠：発泡ボード
表面：ガラス 裏面：ＭＤＦ foam boaed glass mdf内容
数： 1個入 ●パステルカラーフォトフレームＬ判ホワイ
ト Pastel color photo frame L-size white ●JAN：
4549131426007

インテリア

86415062

ウッドインテリアＢＯＸ（小）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 70ｇ材質： 合板 plywood内容数： 1個入
●ウッドインテリアBOX 小 wood interior box Small
●JAN：4549131454147

インテリア

86415063

フラワーベース（ホワイト、スリ
ム）

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 150ｇ材質： 磁器 porcelain内容数： 1個入
●フラワーベース（ホワイト、スリム） Flower Vase White - Slim- ●JAN：4549131475715

インテリア

86415064

スチール製イーゼル

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 90ｇ材質： スチール steel内容数： 1個入
●スチール製イーゼル steel easel ●JAN：
4549131476446

インテリア

86415065

Ａｎｉｍａｌ Ｆｉｇｕｒｉｎｅ アニマル
シリーズ①

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 90ｇ材質： ポリレジン polyresin内容数： 1
個入 ●Ａｎｉｍａｌ Ｆｉｇｕｒｉｎｅ アニマルシリーズ①
Animal Figurine ●JAN：4549131477962

インテリア

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

インテリア

86415066

スチール製イーゼル 星型

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 92ｇ色： 白5個、黒5個材質： スチール
steel内容数： 1個入 ●スチール製イーゼル 星型
steel easel star ●JAN：4549131491401

インテリア

86415067

アニマルフォトフレーム

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 72.6ｇ材質： ABS PVC abs pvc内容数： 1
個入 ●アニマルフォトフレーム animal photo frame
●JAN：4549131493511

インテリア

86415068

麻巻き小物入れインテリアガ
ラス

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 191ｇ色： クリア6個材質： 麻、ガラス JUTE
GLASSアソート商品（JAN）： 1種内容数： 1個入 ●
麻巻き小物入れインテリアガラス Interior glass ●
JAN：4947678031942

インテリア

86415069

アロマディフューザー３０ｍｌ
（オーシャン）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 30ｍｌ重量： 127ｇ材質： ガラス、木、ポリプ
ロピレン、香料、アルコール、精製水 Glass Wood PP
Fragrance Oil Alcohol Water内容数： 1個入 ●アロマ
ディフューザーリビング・玄関用 Aroma Diffuser For
Room ●JAN：4947678040555

インテリア

86415070

アロマディフューザー３０ｍｌ
（オレンジスイート）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 30ｍｌ重量： 127ｇ材質： ガラス、木、ポリプ
ロピレン、香料、アルコール、精製水 Glass Wood PP
Fragrance Oil Alcohol Water内容数： 1個入 ●アロマ
ディフューザーリビング・玄関用 Aroma Diffuser For
Room ●JAN：4947678040562

インテリア

86415071

アロマディフューザー３０ｍｌ
（ジャスミン）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 30ｍｌ重量： 127ｇ材質： ガラス、木、ポリプ
ロピレン、香料、アルコール、精製水 Glass Wood PP
Fragrance Oil Alcohol Water内容数： 1個入 ●アロマ
ディフューザーリビング・玄関用 Aroma Diffuser For
Room ●JAN：4947678040579

インテリア

86415072

アロマディフューザー３０ｍｌ
（ムスク）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 30ｍｌ重量： 127ｇ材質： ガラス、木、ポリプ
ロピレン、香料、アルコール、精製水 Glass Wood PP
Fragrance Oil Alcohol Water内容数： 1個入 ●アロマ
ディフューザーリビング・玄関用 Aroma Diffuser For
Room ●JAN：4947678040586

インテリア

86415073

アロマディフューザー３０ｍｌ
（ローズ）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 30ｍｌ重量： 127ｇ材質： ガラス、木、ポリプ
ロピレン、香料、アルコール、精製水 Glass Wood PP
Fragrance Oil Alcohol Water内容数： 1個入 ●アロマ
ディフューザーリビング・玄関用 Aroma Diffuser For
Room ●JAN：4947678040593

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

商品仕様
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

インテリア

86415074

ガラスティーキャンドル４Ｐ
（ミックスベリー）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 230ｇ色： ミックスベリー12個材質：
PARAFFIN PALMWAX GLASS COTTON FRAGRANCE
内容数： 1個×4個 ●ガラスティーキャンドル GLASS
TEA CANDLE ●JAN：4947678040609

インテリア

86415075

ガラスティーキャンドル４Ｐ（オ
レンジ）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 230ｇ色： オレンジ12個材質： PARAFFIN
PALMWAX GLASS COTTON FRAGRANCE内容数： 1
個×4個 ●ガラスティーキャンドル GLASS TEA
CANDLE ●JAN：4947678040616

インテリア

86415076

ガラスティーキャンドル４Ｐ
（ジャスミン）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 230ｇ材質： PARAFFIN PALMWAX GLASS
COTTON FRAGRANCE内容数： 1個×4個 ●ガラス
ティーキャンドル GLASS TEA CANDLE ●JAN：
4947678040623

インテリア

86415077

ガラスティーキャンドル４Ｐ
（ピーチ）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 230ｇ色： ピーチ12個材質： PARAFFIN
PALMWAX GLASS COTTON FRAGRANCE内容数： 1
個×4個 ●ガラスティーキャンドル GLASS TEA
CANDLE ●JAN：4947678040630

インテリア

86415078

スチールのベーシック貯金缶
Ａ

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 108ｇ色： シルバー12個材質： スチール
steel内容数： 1個入 ●貯金缶 saving box ●JAN：
4947678623680

インテリア

86415080

個包装プリントロール「出世大
名・家康君」

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 120ｇ材質： リサイクル・ペーパー Recycle
Paper内容数： 1個入 ●静岡県浜松市のゆるキャラ
「出世大名家康君」をプリント。 お子様からファミリー、
外国人購買層まで幅広く訴求。 ●JAN：
4971570002472

インテリア

86415081

インテリアオブジェ ヒトデア
ソート

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 12ｇ色： 白5個、青3個材質： ヒトデ
Starfish内容数： 1個入 ●簡単に夏のインテリアを演
出できる ヒトデです。 A starfish which can easily
produce the summer interior. ●JAN：4977794092312

¥10,368

●重量： 96ｇ色： クマ4個、カエル4個、ブタ4個材質：
スチロール樹脂 ポリエチレン Polystyrene
Polyethylene内容数： 1個入 ●500円玉が約200枚。
約10万円貯まる。 About 200 pieces 500 yen
enter.About 100000 yen money accoumulates. ●
JAN：4984343837140

インテリア

86415082

商品画像

商品名

アニマル貯金箱

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×96
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

インテリア

86415087

ガラス花瓶（Ｈ）約２３ｃｍ

●単価162円（税込）×20

¥3,240

●容量： 1.1ｌ重量： 590ｇ色： 透明20個材質： ソーダ
ガラス SODA GLASS内容数： 1個入 ●無色透明の
ガラス花瓶高さ約23cm Colorless and Transparent
Glass Vase h about 23cm ●JAN：4549131355116

インテリア

86415088

１５０円片面コルクボード約３０
×４０ｃｍ

●単価162円（税込）×60

¥9,720

●重量： 168ｇ色： なし20個材質： コルク 松 紙
CORK pine paper内容数： 1個入 ●片面コルクボー
ド約３０×４０ｃｍ CORK BOARD30X40cm ●JAN：
4549131365900

インテリア

86415089

コルクボード（片面）約３０×４
０ｃｍ

●単価162円（税込）×36

¥5,832

●重量： 160ｇ色： 自然色natural color36個材質： 桐
Paulownia内容数： 1個入 ●コルクボード（片面）約３０
×４０ｃｍ CORK BOARD ●JAN：4549131367171

インテリア

86415090

ゴムの木イーゼルスタンド

●単価162円（税込）×72

¥11,664

●重量： 102ｇ色： ナチュラル12個材質： ゴムの木
Rubber wood内容数： 1個入 ●ゴムの木イーゼルスタ
ンド RUBBER WOOD BOOK STAND ●JAN：
4947678301830

インテリア

86415091

シンプルフレームＢ４

●単価216円（税込）×30

¥6,480

●重量： 317ｇ材質： PS樹脂 PSフィルム MDF マッ
トペーパー polystyrene resin polystyrene film medium
density fiberboard matte paper内容数： 1個入 ●イン
テリア Photo frame ●JAN：4549131120035

インテリア

86415092

マルチフォトフレーム３枚

●単価216円（税込）×36

¥7,776

●重量： 236ｇ色： ピンク6個、ホワイト6個材質： PS
樹脂 PSフィルム MDF マットペーパー polystyrene
resin polystyrene fil medium density fiberboard matte
paper内容数： 1個入 ●写真入り用 Multi photo
frame ●JAN：4549131120073

インテリア

86415093

ポスターフレーム（木目調、ブ
ラウン、Ｂ５）

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 200ｇ材質： 枠：MDF 表面：ポリスチレン フ
レームスタンド：ＭＤＦ MDF PS内容数： 1個入 ●イン
テリア用 For decoration ●JAN：4549131345872

インテリア

86415094

色紙フレーム（木目調、ブラウ
ン）

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●重量： 260ｇ材質： 枠：MDF 表面：ポリスチレン フ
レームスタンド：ＭＤＦ MDF PS内容数： 1個入 ●イン
テリア用 For decoration ●JAN：4549131345889

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

インテリア

86415095

ポスターフレーム（シンプル、
Ｂ５）

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 210ｇ材質： 枠：MDF 表面：ポリスチレン フ
レームスタンド：ＭＤＦ MDF PS内容数： 1個入 ●イン
テリア用 For decoration ●JAN：4549131345902

インテリア

86415096

色紙フレーム（シンプル）

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●重量： 260ｇ材質： 枠：MDF 表面：ポリスチレン フ
レームスタンド：ＭＤＦ MDF PS内容数： 1個入 ●イン
テリア用 For decoration ●JAN：4549131345919

インテリア

86415097

２００円片面コルクボード約４６
×３２ｃｍ

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●重量： 210ｇ色： なし20個材質： コルク 松 紙
CORK pine paper内容数： 1個入 ●２００円片面コル
クボード約４６×３２ｃｍ 200YEN CORK
BOARD46X32cm ●JAN：4549131365917

インテリア

86415098

デザイン花瓶３種アソート

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●容量： 250ｍｌ重量： 476ｇ材質： ガラス Glass内容
数： 1個入 ●デザイン花瓶 Design Vase ●JAN：
4549131375282

インテリア

86415099

コルクベースフォトフレーム

●単価216円（税込）×80

¥17,280

●重量： 121ｇ色： 茶10個材質： アクリル コルク ベ
ニヤ acrylic cork veneer内容数： 1個入 ●コルク
ベースフォトフレーム cork base photo frame ●JAN：
4549131439472

インテリア

86415100

サイコロカレンダーブック

●単価216円（税込）×72

¥15,552

●重量： 110ｇ材質： 合成樹脂 木 upr beech内容
数： 1個入 ●サイコロカレンダー ブック dice book of
calendar ●JAN：4549131439571

インテリア

86415101

サイコロカレンダーソファ

●単価216円（税込）×72

¥15,552

●重量： 110ｇ材質： 合成樹脂 木 upr beech内容
数： 1個入 ●サイコロカレンダーソファ dice sofa of
calendar ●JAN：4549131439588

インテリア

86415102

ハンドメイドキャンドルホル
ダーシェルミックス

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 215ｇ色： アイボリー8個材質： ガラス セメ
ント glass cement内容数： 1個入 ●ハンドメイドキャ
ンドルホルダーシェルミックス handmade candle holder
shell mix ●JAN：4549131443448

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

インテリア

86415103

ハンドメイドキャンドルホル
ダーオーバル

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●重量： 345ｇ色： オーバル8個材質： ガラス セメン
ト glass cement内容数： 1個入 ●ハンドメイドキャン
ドルホルダーオーバル handmade candle holder oval
●JAN：4549131443455

インテリア

86415104

ハンドメイドキャンドルホル
ダーカップ型Ａ

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 200ｇ材質： ガラス セメント glass cement内
容数： 1個入 ●ハンドメイドキャンドルホルダーカップ
型Ａ handmade candle holder cup a ●JAN：
4549131443462

インテリア

86415105

ハンドメイドキャンドルホル
ダーカップ型Ｂ

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 175ｇ材質： ガラス セメント glass cement内
容数： 1個入 ●はんどめいどきゃんどるほるだーかっ
ぷかたＢ handmade candle holder cup b ●JAN：
4549131443479

インテリア

86415106

ガラスサンドモーションＢ

●単価216円（税込）×72

¥15,552

●重量： 80ｇ材質： ガラス 砂 glass sand内容数： 1
個入 ●ガラスサンドモーションB Glass Sand Timer B
●JAN：4549131459838

インテリア

86415107

ガラスサンドモーションＣ

●単価216円（税込）×72

¥15,552

●重量： 72ｇ材質： ガラス 砂 glass sand内容数： 1
個入 ●ガラスサンドモーションＣ Glass Sand Timer C
●JAN：4549131459845

インテリア

86415108

幅広フォトフレーム２Ｌ判ベー
シック

●単価216円（税込）×45

¥9,720

●重量： 265ｇ色： ホワイト5個、ベージュ2個、グレー2
個材質： アルミ、ガラス、紙、鉄 aluminium glass
paper iron内容数： 1個入 ●幅広フォトフレーム２Ｌ判
ベーシック wide photo frame 2Lbasic ●JAN：
4549131491364

インテリア

86415109

幅広フォトフレーム２Ｌ判ストラ
イプ

●単価216円（税込）×45

¥9,720

●重量： 265ｇ色： 白5個、グレー2個、ゴールド2個材
質： アルミ、ガラス、紙、鉄 aluminium glass paper iron
内容数： 1個入 ●幅広フォトフレーム２Ｌ判ストライプ
wide photo frame 2L stripe ●JAN：4549131491371

インテリア

86415110

ベビーフォトフレーム２連

●単価216円（税込）×54

¥11,664

●重量： 185ｇ色： ホワイト5個、ピンク2個、ブルー2個
材質： アルミ、ガラス、紙、鉄 aluminium glass paper
iron内容数： 1個入 ●ベビーフォトフレーム2連 baby
connected photo frame ●JAN：4549131491388

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

インテリア

86415111

壁掛け２連フォトフレーム

●単価216円（税込）×64

¥13,824

●重量： 90ｇ色： 白3個、茶色2個、青3個材質： PS
PET 紙 PS PET PAPER内容数： 1個入 ●壁掛け２
連フォトフレーム wall hanging connected photo frame
●JAN：4549131493542

インテリア

86415112

２００円ゴムの木イーゼルスタ
ンド

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 145ｇ色： なし12個材質： ゴムの木
RUBBER WOOD内容数： 1個入 ●２００円ゴムの木
イーゼルスタンド BOOK STAND ●JAN：
4947678301977

インテリア

86415113

木目調フォトフレーム（約２０．
３×２５．４ｃｍ）Ｋ９８９

●単価216円（税込）×32

¥6,912

●重量： 235ｇ色： ウオルナット2個、チェリー2個、ナ
チュラル3個材質： ポリスチレン。PET樹脂。中密度纖
維板 POLYSTYLENE. PAPER. PET. MDF内容数： 1
個入 ●置き・掛け両方のフォトフレーム Stand and
Wall type Photo Frame ●JAN：4984343995093

インテリア

86415114

シンプルフレーム（Ａ４サイズ）
Ｋ９８９

●単価216円（税込）×30

¥6,480

●重量： 252ｇ色： チェリー3個、オールナット3個、マ
ホガニー4個材質： ポリスチレン 紙 PET 中密度纖維
板 メタル POLYSTHYLENE PAPER PET MDF METAL
内容数： 1個入 ●壁掛けタイプ Wall type ●JAN：
4984343995116

インテリア

86415115

オイルモーション（風車タイプ）

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●重量： 180ｇ材質： 本体アクリル 内溶液 水 オイ
ル acrylic water oil内容数： 1個入 ●インテリア用
For Decoration ●JAN：4549131332452

インテリア

86415116

片面コルクボード約４０ｘ６０ｃ
ｍ

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 340ｇ色： なし24個材質： コルク 松 紙
CORK pine paper内容数： 1個入 ●片面コルクボード
約4０×6０ｃｍ single faced cork board ●JAN：
4549131365542

インテリア

86415117

コルクボード（片面）約４０×６
０ｃｍ

●単価324円（税込）×20

¥6,480

●重量： 350ｇ色： 自然色natural color20個材質： 桐
Paulownia内容数： 1個入 ●コルクボード（片面）約４０
×６０ｃｍ CORK BOARD ●JAN：4549131367270

インテリア

86415118

３００円バンブー ティッシュＢ
ＯＸ

●単価324円（税込）×32

¥10,368

●重量： 160ｇ色： 白4個、青2個、ピンク2個材質： 竹
合板 ポリエステル Bamboo plywood polyester内容
数： 1個入 ●竹を糸で編み込んで作りました Make
by weaving bamboo with thread ●JAN：
4549131425451

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

インテリア

86415119

ホワイトフラワーベース

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 460ｇ材質： ポーセリン Porcelain内容数：
1個入 ●フラワーベース（ホワイト） Flower Vase White- ●JAN：4549131475722

インテリア

86415120

ベビーフォトフレーム

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 410ｇ色： ホワイト4個、ピンク2個、ブルー2個
材質： アルミ、ガラス、紙、鉄 aluminium glass paper
iron内容数： 1個入 ●ベビーフォトフレーム baby
photo connected frame ●JAN：4549131491395

インテリア

86415121

ベビーフォトフレーム３連

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●重量： 285ｇ色： ホワイト5個、ピンク2個、ブルー2個
材質： アルミ、ガラス、紙、鉄 aluminium glass paper
iron内容数： 1個入 ●ベビーフォトフレーム３連 baby
connected photo frame ●JAN：4549131491449

インテリア

86415124

Ｇ１８８ 大きい観葉植物 Ａ
セット

●単価324円（税込）×48

¥15,552

●重量： 245ｇ色： 緑（Green）48個材質： 植物 Plant
内容数： 1本入 ●大きい観葉植物のセットです。 It
is the set of a big houseplant. ●JAN：4979909819661

インテリア

86415125

シンプルフレーム（Ａ３サイズ）
Ｋ９８９

●単価324円（税込）×20

¥6,480

●重量： 480ｇ色： オ―ルナット10個、マホガニ―10個
●壁掛けタイプ Wall type ●JAN：4984343919631

インテリア

86415126

ポスターフレーム（木目調、ブ
ラウン、Ａ３）

●単価432円（税込）×30

¥12,960

●重量： 450ｇ材質： 枠：MDF 表面：ポリスチレン フ
レームスタンド：ＭＤＦ MDF PS内容数： 1個入 ●イン
テリア用 For decoration ●JAN：4549131345940

インテリア

86415127

ポスターフレーム（シンプル、
Ａ３）

●単価432円（税込）×30

¥12,960

●重量： 450ｇ材質： 枠：MDF 表面：ポリスチレン フ
レームスタンド：ＭＤＦ MDF PS内容数： 1個入 ●イン
テリア用 For decoration ●JAN：4549131345957

インテリア

86415129

牛乳瓶ホルダー（大）

●単価540円（税込）×48

¥25,920

●重量： 146ｇ色： 白6個材質： 鉄 IRON色々価格
（JAN）： 無アソート商品（JAN）： 無内容数： 1個入
●これは牛乳ホルダーです this is a milk bottle holder
●JAN：4549131222333

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

商品仕様
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

インテリア

86415130

から傘 直径約８４ｃｍ 鞠

●単価540円（税込）×40

¥21,600

●重量： 235ｇ色： 赤7個、青3個材質： 紙 木
papper wood内容数： 1個入 ●から傘 直径約８４ｃｍ
鞠 Japanese Umbrella -Approx. 84cm 33.1 Ball ●
JAN：4549131425932

インテリア

86415131

から傘 直径約８４ｃｍ 椿

●単価540円（税込）×40

¥21,600

●重量： 235ｇ色： 赤5個、青3個、イエロー2個材質：
紙 木 papper wood内容数： 1個入 ●から傘 直径
約８４ｃｍ 椿 Japanese Umbrella -Approx. 84cm 33.1
Camellia ●JAN：4549131425949

インテリア

86415132

ＬＥＤ付カラフルガーランドライ
ト ピンク

●単価540円（税込）×36

¥19,440

●重量： 120ｇ材質： ナイロン ポリプロピレン 鉄 LED
Nylon Polypropylene Iron LED内容数： 1個入 ●LED
付カラフルガーランドライト ピンク Colorful Garland
Light -With LED Lights - Pink- ●JAN：
4549131441611

インテリア

86415133

ＬＥＤ付カラフルガーランドライ
ト ブルー

●単価540円（税込）×36

¥19,440

●重量： 120ｇ材質： ナイロン ポリプロピレン 鉄 LED
Nylon Polypropylene Iron LED内容数： 1個入 ●ＬＥＤ
付カラフルガーランドライト ブルー Colorful Garland
Light -With LED Lights - Blue- ●JAN：
4549131441628

インテリア

86415135

５００円招き猫（高さ約２０ｃｍ）

●単価540円（税込）×16

¥8,640

●重量： 731ｇ色： 左手上げ2個、右手上げ2個材質：
ドロマイト DOLOMITE内容数： 1個入 ●招き猫で
す。 This is 500YEN lucky cat ornament. ●JAN：
4947678036183

キッチン・キッ
チン消耗

86415136

ペーパーナプキン 波型カット
１２０枚入り

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 109ｇ色： 白（White）10個材質： バージンパ
ルプ Virgin Pulp内容数： 1個入 ●約25×25ｃｍ 120
枚入り Aprox 9.8X9.8in ●JAN：4531762916842

キッチン・キッ
チン消耗

86415137

ストレートストロー（クリア）２５
０本入り

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 90ｇ材質： ポリプロピレン polypropylene内
容数： 250本×1個 ●水飲み用 For drinking ●
JAN：4549131056761

キッチン・キッ
チン消耗

86415138

ストレートストロー（カラー）２５
０本入り

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 88ｇ材質： ポリプロピレン polypropylene内
容数： 250本×1個 ●水飲み用 FOR DRINKING ●
JAN：4549131056778

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

キッチン・キッ
チン消耗

86415139

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

マチ付キッチンパック１００枚

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 1.1ｇ色： 白20個材質： ポリエチレン
POLYETHYLENE色々価格（JAN）： 0アソート商品
（JAN）： 0内容数： 100枚入 ●マチ付キッチンパック
１００枚 PLASTIC GUSSETED BAGS ●JAN：
4549131062366

86415140

水玉柄２重アルミレジャーシー
ト（６０×８０ｃｍ）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 81ｇ材質： ポリエチレン アルミニウム オリ
エントポリプロピレン polyethylene aluminum
Orientpolyethylene内容数： 1枚入 ●水玉柄２重アル
ミレジャーシート（６０×８０ｃｍ） Aluminum Sheet ●
JAN：4549131123685

86415141

ガステーブル用レンジの下敷
き両面アルミ ６２×４８ｃｍ

¥2,160

●重量： 84ｇ色： 銀色1個材質： アルミニウムはく
紙 Aluminum foil Paper内容数： 1枚入 ●流し台の
収納棚にも テーブルのキズや汚れの防止にも Use
in the cabinet beneath the sink Prevents table from
scratches and soiling ●JAN：4549131124354

¥2,160

●重量： 99.4ｇ色： 銀色1個材質： アルミニウムはく
紙 Aluminum foil Paper内容数： 1枚入 ●ガス台か
ら奥の壁面までカバーできるワイドサイズです 左右の
フチを立てると汚れのこぼれ出しが防げて便利です
Wide size to cover the area underneath the stove all
the way to the back wall Fold up side flaps and its
easy to keep dirt from spreading ●JAN：
4549131124361

86415142

商品画像

商品名

ガステーブル用レンジの下敷
き２面アルミ ６２×６６ｃｍ

●単価108円（税込）×20

●単価108円（税込）×20

キッチン・キッ
チン消耗

86415143

脱臭剤活性炭入り約２００ｇ
（冷蔵庫用）

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 200ｇ材質： ケース：ポリプロピレン 成分：
天然植物抽出物 活性剤 界面活性剤 ゲル化剤 精
製水 Plaint extract deodorant activatedcarbon gel
fitrate water surfactant pp内容数： 1個入 ●冷蔵庫
用脱臭剤 Refrigerator Deodorizer ●JAN：
4549131147988

キッチン・キッ
チン消耗

86415144

細型 保冷剤 約３００ｇ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 467.5ｍｌ重量： 300ｇ色： 白、青、赤、紺、無
色12個材質： 水・高吸水性・樹脂 Water.Highly
Water-Absorptive Resin内容数： 1個入 ●細いので
隙間にもぴったり It fits perfectly in a narrow space
●JAN：4549131208771

キッチン・キッ
チン消耗

86415145

ひっかけてむすべるゴミ袋４５
Ｌ型 半透明

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 45ｌ重量： 14ｇ色： 半透明60個材質： ポリ
エチレン Polyethylene内容数： 12枚入 ●持ち手つき
のごみ袋 半透明４５L 使用後に結ぶことが出来ま
す。 Hook on and tie up garbage bag45L Tie up the
ties after use. ●JAN：4549131208788

キッチン・キッ
チン消耗

86415146

ひっかけてむすべるゴミ袋 ３
０Ｌ 半透明 １５枚入り

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 30ｌ重量： 8.8ｇ色： 半透明60個材質： ポリ
エチレン Polyethylene内容数： 15枚入 ●持ち手つき
の便利なごみ袋です The bags took on this shape
when we looked for usability. ●JAN：4549131208795

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

17 / 198 ページ

DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

キッチン・キッ
チン消耗

86415147

ひっかけてむすべるゴミ袋２５
Ｌ型 半透明

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 25ｌ重量： 7.6ｇ色： 半透明60個材質： ポリ
エチレン Polyethylene内容数： 20枚入 ●持ち手つき
のごみ袋 半透明２５L 使用後に結ぶことが出来ま
す。 Hook on and tie up garbage bag25L Tie up the
ties after use. ●JAN：4549131208818

キッチン・キッ
チン消耗

86415148

ペーパーカップ２０５ｍｌ ２５個
入フラワー

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●容量： 205ｍｌ重量： 4.4ｇ材質： 100％バージンパ
ルプ 内側：ポリエチレンコーティング 100pct virgin
pulp Inner surface Polyethlene coating内容数： 25個
入 ●紙コップ PAPER CUP ●JAN：4549131211290

86415149

スーパーさんのお買い物袋Ｓ
Ｓ ９０枚入 乳白色

¥5,400

●容量： 3ｌ重量： 1.5ｇ色： 乳白色50個材質： ポリエ
チレン Polyethylene内容数： 90枚入 ●幅25（15）ｃｍ
長さ35ｃｍ 横マチ10ｃｍ 厚み0.012ｍｍ 乳白色 ベ
ロ長タイプ レジ袋 W9.8 5.9in L13.8in G3.9in
T0.0005in Milky white color Long straps type
Supermarket shopping bags ●JAN：4549131214703

86415150

スーパーさんのお買い物袋Ｓ
６５枚入 乳白色

¥5,400

●容量： 4ｌ重量： 2.2ｇ色： 乳白色50個材質： ポリエ
チレン Polyethylene内容数： 65枚入 ●幅30（20）ｃｍ
長さ38ｃｍ 横マチ10ｃｍ 厚み0.013ｍｍ 乳白色 ベ
ロ長タイプ レジ袋 W11.8 7.9in L15in G3.9in T0.0005in
Milky white color Long straps type Supermarket
shopping bags ●JAN：4549131214710

キッチン・キッ
チン消耗

86415151

グレープフルーツ＆オレンジ
絞り

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 200ｍｌ重量： 71ｇ色： 白5個材質： ポリプロ
ピレン polypropylene内容数： 1個入 ●取っ手付なの
で安定して簡単に果汁が絞れます。 because it have
a handle you can squeeze easily fruits ●JAN：
4549131252293

キッチン・キッ
チン消耗

86415152

イタリア製スポンジケーキカッ
プ７号 １枚 直径約２１ｃｍ

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 12.5ｇ材質： バージンパルプ 耐熱紙 Virgin
pulp Heatproof paper内容数： 1枚入 ●スポンジケー
キが作れます。 The cup can be made a sponge cake.
●JAN：4549131274370

キッチン・キッ
チン消耗

86415153

アスペン元禄箸紙袋入り ４０
膳

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 3.4ｇ材質： アスペン Aspen内容数： 40個
入 ●アスペン割り箸紙袋入り ４０膳 Disposable
chopsticks ●JAN：4549131286663

キッチン・キッ
チン消耗

86415154

アスペン元禄箸ＯＰＰ袋入り
４０膳

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 3.2ｇ材質： アスペン Aspen内容数： 40個
入 ●アスペン割り箸OPP袋入り ４０膳 Disposable
chopsticks ●JAN：4549131286670

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×50

●単価108円（税込）×50

18 / 198 ページ

DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

キッチン・キッ
チン消耗

86415155

爪楊枝約８５０本

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 126ｇ色： なし20個材質： 天然樺木 Natural
birch内容数： 850本×1個 ●Toothpick
Approx.850pcs ●JAN：4549131286687

キッチン・キッ
チン消耗

86415156

ペーパーカップ９０ｍｌ ６０個
入り

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 90ｍｌ重量： 2.1ｇ材質： 純パルプ100％ 内
面加工：ポリエチレンラミネート 100 pct Pure pulp
Polyethylene laminate 内容数： 60個入 ●ペーパー
カップ90ml 60個入り PAPER CAP 90ML 60PCS ●
JAN：4549131288063

キッチン・キッ
チン消耗

86415157

炭の消臭剤（冷蔵庫、Ｗパ
ワー、１８０ｇ）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 180ｇ材質： ケース：ポリプロピレン 成分：
天然植物抽出物 炭 polypropylene Natural plant
extract chrcoal内容数： 1個入 ●冷蔵庫用脱臭剤
Refrigerator Deodorizer ●JAN：4549131345964

キッチン・キッ
チン消耗

86415158

消臭剤炭（冷蔵庫用、３００ｇ）

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 300ｇ材質： ケース：ポリプロピレン アクリロ
ニトリルスチレン樹脂 成分：天然植物抽出物
polypropylene Stylene AcryloNitrille copolymer Natural
plant extract内容数： 1個入 ●冷蔵庫用脱臭剤
Refrigerator Deodorizer ●JAN：4549131345988

キッチン・キッ
チン消耗

86415159

消臭剤炭（冷蔵庫用、緑茶タ
イプ、３００ｇ）

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 300ｇ材質： ケース：ポリプロピレン アクリロ
ニトリルスチレン樹脂 成分：緑茶抽出物
polypropylene Stylene AcryloNitrille copolymerGreen
tea extract内容数： 1個入 ●冷蔵庫用脱臭剤
Refrigerator Deodorizer ●JAN：4549131345995

キッチン・キッ
チン消耗

86415160

まな板３０５×２０５×３ｍｍ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 150ｇ材質： ポリプロピレン Polypropylene内
容数： 1個入 ●まな板305×205×3ｍｍ Cutting
Board -305mm x 205mm x 3mm - 12 x 8.1 x 0.1- ●
JAN：4549131348750

商品画像

商品名

キッチン・キッ
チン消耗

86415161

シンクスライド棚（約３０ー５０ｃ
ｍ）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 217ｇ色： シルバー15個材質： 本体：スチー
ル、チューブ：塩化ビニル樹脂 Body Steel Tube PVC
内容数： 1個入 ●キズ防止チューブ４個付 付属の
キズ防止チューブを取り付けてから、使用してください。
耐荷重量：約2kg 耐荷重量は測定値であり、保証値で
はありません。 Includes 4 tubes to prevent scratches
Attach the included scratch-preventing tubes first.
Supported weight 2kg -4.4lb- Supported weight is a
measured value not a guaranteed value. ●JAN：
4549131357936

キッチン・キッ
チン消耗

86415162

アルミ流し台シート約６０ｃｍ
×２ｍ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 65ｇ色： 銀10個材質： PETアルミ蒸着フィル
ム ポリエチレン PETaluminized polyethylene内容数：
1個入 ●クッションタイプアルミ流し台シート約６０ｃｍ
×２ｍ aluminum sink sheet ●JAN：4549131370263

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

キッチン・キッ
チン消耗

86415163

ペーパーナプキン

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●重量： 105ｇ色： 青チェック2個、ピンックチェック2
個、アカ水玉2個、ピンック水玉2個、水玉2個、水玉スト
ライプ2個、ピンクフラワー2個、クロフラワー2個、イチゴ
2個材質： 紙 PAPER内容数： 1袋×20枚 ●ペー
パーナプキン PAPER NAPKIN ●JAN：
4549131372328

キッチン・キッ
チン消耗

86415164

デザインペーパーシャーベット
カラー

●単価108円（税込）×84

¥9,072

●重量： 105ｇ色： ピンク7個、グリーン7個材質： 紙
Paper内容数： 1袋×20枚 ●シャーベットカラードット
ペーパーナプキン Paper napkin ●JAN：
4549131372366

キッチン・キッ
チン消耗

86415165

コーヒーフィルター １－２杯
用 漂白タイプ ９０枚

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 0.7ｇ色： なし48個材質： バージンパルプ
Virgin Pulp内容数： 90枚入 ●コーヒーフィルター1－2
杯用 漂白タイプ Coffee Filters 1-2cups Bleached
●JAN：4549131383621

キッチン・キッ
チン消耗

86415166

コーヒーフィルター １－２杯
用 無漂白タイプ ９０枚

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 0.7ｇ色： なし48個材質： バージンパルプ
Virgin Pulp内容数： 90枚入 ●コーヒーフィルター1－2
杯用 無漂白タイプ Coffee Filters 1-2cups
UnBleached ●JAN：4549131383638

キッチン・キッ
チン消耗

86415167

コーヒーフィルター ２－４杯
用 漂白タイプ ９０枚

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 1.2ｇ色： なし48個材質： バージンパルプ
Virgin Pulp内容数： 90枚入 ●コーヒーフィルター2－4
杯用 漂白タイプ Coffee Filters 2-4cups Bleached
●JAN：4549131383645

キッチン・キッ
チン消耗

86415168

コーヒーフィルター ２－４杯
用 無漂白タイプ ９０枚

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 1.2ｇ色： なし48個材質： バージンパルプ
Virgin Pulp内容数： 90枚入 ●コーヒーフィルター2－4
杯用 無漂白タイプ Coffee Filters 2-4cups
UnBleached ●JAN：4549131383652

キッチン・キッ
チン消耗

86415169

春日井市指定ゴミ袋 可燃用
取っ手付き ３０Ｌ １０枚

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 30ｌ重量： 12.9ｇ色： 黄色 yellow60個材質：
ポリエチレン polyethylene内容数： 10枚入 ●燃やせ
るごみ用 for burnable garbage ●JAN：
4549131396409

キッチン・キッ
チン消耗

86415170

春日井市指定ゴミ袋プラ容器
包装用 取っ手付き ３０Ｌ １
０枚

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 30ｌ重量： 12.9ｇ色： 透明 transparent60個
材質： ポリエチレン polyethylene内容数： 10枚入
●プラスチック製容器包装用 for plastic containers
and packages ●JAN：4549131396423

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

キッチン・キッ
チン消耗

86415171

バナナスタンド白（フラットワイ
ヤー）

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 112ｇ色： ホワイト WHITE8個材質： 本体：ス
チール。表面処理：粉体塗装 Steel. Powder Coating内
容数： 1個入 ●バナナスタンド Banana Stand ●
JAN：4549131408317

キッチン・キッ
チン消耗

86415172

アスペンはだか箸７０膳

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 3.5ｇ材質： アスペン Aspen内容数： 70個
入 ●アスペンはだか箸70膳 CHOPSTICKS ●JAN：
4549131414592

キッチン・キッ
チン消耗

86415173

アスペン元禄箸 袋入り５０本

●単価108円（税込）×70

¥7,560

●重量： 3.8ｇ色： アスペン元禄箸 袋入り50本70個材
質： アスペン Aspen内容数： 50本入 ●割り箸
CHOPSTICKS ●JAN：4549131414608

キッチン・キッ
チン消耗

86415174

元禄箸袋入り ５０膳

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 3.5ｇ色： オリジナル50個材質： アスペン
Aspen内容数： 50本入 ●元禄箸袋入り 50膳
Disposable poplar chopsticks bag ●JAN：
4549131414615

キッチン・キッ
チン消耗

86415175

割り箸 ７０膳

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 3.3ｇ色： オリジナル50個材質： アスペン
Aspen内容数： 70本入 ●割り箸（裸）7０膳
Disposable poplar chopsticks ●JAN：4549131414622

キッチン・キッ
チン消耗

86415176

焼きそばプレート深皿 １枚

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 107ｇ色： 銀10個材質： アルミ二ウム
aluminum内容数： 1枚入 ●焼きそばプレート深皿 １
枚 yakisoba plate deep one pc ●JAN：
4549131426113

キッチン・キッ
チン消耗

86415177

アルミプレート皿型 大 ２枚

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 75ｇ色： 銀10個材質： アルミ二ウム
aluminum内容数： 2枚1個 ●アルミプレート皿型 大
２枚 aluminum plate tray shape large two pcs ●
JAN：4549131426731

86415178

お徳用フードラップ（約幅３０ｃ
ｍ×長さ４５ｍ）

¥4,320

●重量： 210ｇ色： お徳用フードラップ-約幅30cm×長
さ45m-40個材質： ポリエチレン ポリグリセリン脂肪酸
エステル -柔軟剤- PE Polyglycerol Esters of Fatty
Acids内容数： 1個入 ●お徳用フードラップ（約幅３０ｃ
ｍ×長さ４５ｍ） Food Wrap -W30cmXL45m 11.8X147.6- ●JAN：4549131430905

キッチン・キッ
チン消耗

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×40
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

86415179

お徳用フードラップ（約幅２２ｃ
ｍ×長さ５５ｍ）

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 182ｇ色： お徳用フードラップ-約幅22cmX長
さ55m-40個材質： ポリエチレン ポリグリセリン脂肪酸
エステル-柔軟剤- PE Polyglycerol Esters of Fatty
Acids内容数： 1個入 ●お徳用フードラップ（約幅２２ｃ
ｍ×長さ５５ｍ） Food Wrap -W22cmXL55m 8.7X180.4- ●JAN：4549131430912

キッチン・キッ
チン消耗

86415180

手さげポリ袋乳白色Ｓ６５枚

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 137ｇ色： 白50個材質： ポリエチレン
Polyethylene内容数： 1個入 ●手さげポリ袋乳白色Ｓ
６５枚 Plastic bag translucent white S 65 pcs ●JAN：
4549131432428

キッチン・キッ
チン消耗

86415181

手さげポリ袋乳白色ＳＳ９０枚

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 134ｇ色： 白50個材質： ポリエチレン
Polyethylene内容数： 1個入 ●手さげポリ袋乳白色Ｓ
Ｓ９０枚 Plastic bag translucent white ss 90 pcs ●
JAN：4549131432435

キッチン・キッ
チン消耗

86415182

手さげポリ袋乳白色Ｍ５５枚

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 164ｇ色： 白50個材質： ポリエチレン
Polyethylene内容数： 1個入 ●手さげポリ袋乳白色Ｍ
５５枚 Plastic bag translucent white M 55 pcs ●
JAN：4549131432442

キッチン・キッ
チン消耗

86415183

手さげポリ袋乳白色Ｌ４６枚

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 205ｇ色： 白50個材質： ポリエチレン
Polyethylene内容数： 1個入 ●手さげポリ袋乳白色Ｌ
４６枚 Plastic bag translucent white L 46 pcs ●JAN：
4549131432459

キッチン・キッ
チン消耗

86415184

手さげポリ袋乳白色ＬＬ３５枚

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 199ｇ色： 白50個材質： ポリエチレン
Polyethylene内容数： 1個入 ●手さげポリ袋ＬＬ３５枚
Plastic bag translucent white LL 35 pcs ●JAN：
4549131432466

キッチン・キッ
チン消耗

86415185

キッチンラップ
ｍ

２２ｃｍ×５５

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 166ｇ材質： ポリエチレン Polyethylene内容
数： 1個入 ●キッチンラップ Kitchen wrap ●JAN：
4549131457384

キッチン・キッ
チン消耗

86415186

キッチンラップ
ｍ

３０ｃｍ×４５

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 195ｇ材質： ポリエチレン Polyethylene内容
数： 1個入 ●キッチンラップ Kitchen wrap ●JAN：
4549131457391

キッチン・キッ
チン消耗

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

86415187

一宮市指定ゴミ袋３０Ｌ 可燃
１０枚入り

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 30ｌ重量： 133ｇ色： 黄色 yellow60個材質：
ポリエチレン polyethylene内容数： 10枚×1個 ●可
燃ごみ用 for burnable ●JAN：4549131457568

86415188

すり鉢 約１０ｃｍ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●容量： 150ｍｌ重量： 123ｇ色： なし8個材質： 陶器
CERAMIC内容数： 1個入 ●すり鉢です。 This is a
grinding bowl. ●JAN：4549892306136

¥6,480

●重量： 0.5ｇ材質： ポリプロピレン２７％ ポリエステ
ル１９．５％ ポリエチレン４６．５％ レーヨン７％
polypropylene27pct polyester19.5pct
polyethylene46.5pct rayon7pct内容数： 20枚入 ●お
茶 紅茶 麦茶の抽出 お料理のだし取り等に御使用く
ださい please use for extract of Japanese tea English
tea Barley tea and soup ●JAN：4901933030644

¥4,320

●重量： 94ｇ色： シルバー5個材質： ポリエチレン
アルミ蒸着フィルム 有機エステル系防虫剤 銀系消臭
抗菌剤 polyethyleneterephthalatepolyethylene
Aluminumdepositionfilm内容数： 1個入 ●有機エステ
ル系防虫剤、銀系消臭抗菌剤使用。 有効期限６か
月。耐熱温度６０度。抗菌、防カビ、防虫、消臭効果。
ハサミで自由なサイズにカットできます。 Organic ester
based insect repellent a silver based deodorant
antimicrobial use Expiration date 6 months Max
temp 140F Antibacterial antifungal insecticide
deodorant effect You can cut to free size with
scissors ●JAN：4903320365209

86415189

86415190

商品画像

糸付お茶パック２０Ｐ６０入

ズレを抑えたアルミ流し台下
シート チェッカー

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×40

キッチン・キッ
チン消耗

86415192

スズランヒートラップ２０ｍ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 125ｇ色： なし60個材質： ポリエチレン、ポリ
プロピレン polyethylene and polypropylene内容数： 1
本入 ●耐熱温度150度で電子レンジにも 安心。非塩
素系素材。粘着性に優れます。 Microwavesafe.Heatproof up to 150c. Non-chlorine-based
materials.High clinging. ●JAN：4904822395022

キッチン・キッ
チン消耗

86415193

アルミガス台シート（無地）（７
０×５５ｃｍ）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 117ｇ内容数： 1枚入 ●アルミガス台シート
（無地）（７０×５５ｃｍ） ALUMINIUM SHEET FOR GAS
RANGE ●JAN：4947678000351

キッチン・キッ
チン消耗

86415194

エコプレートだ円約２０×２６ｃ
ｍ６枚

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 18.2ｇ色： なし20個材質： サトウキビ
SUGAR CANE内容数： 6枚入 ●サトウキビからうま
れましたエコプレートです。 This is a eco plate. ●
JAN：4947678032741

キッチン・キッ
チン消耗

86415195

エコボウル約１１ｃｍ２０枚

●単価108円（税込）×54

¥5,832

●重量： 6.2ｇ色： なし18個材質： サトウキビ
SUGAR CANE内容数： 20枚入 ●サトウキビからうま
れましたエコボウルです。 This is a eco bowl. ●JAN：
4947678032765

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

キッチン・キッ
チン消耗

86415196

エコボウル約１３ｃｍ１５枚

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 10.7ｇ色： なし12個材質： サトウキビ
SUGAR CANE内容数： 15枚入 ●サトウキビからうま
れましたエコボウルです。 This is a eco bowl. ●JAN：
4947678032772

キッチン・キッ
チン消耗

86415197

エコボウル約１５ｃｍ１０枚

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 12.7ｇ色： なし12個材質： サトウキビ
SUGAR CANE内容数： 10枚入 ●サトウキビからうま
れましたエコボウルです。 This is a eco bowl. ●JAN：
4947678032789

キッチン・キッ
チン消耗

86415198

エコ深皿約１６ｃｍ１２枚

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 9.8ｇ色： なし12個材質： サトウキビ
SUGAR CANE内容数： 12枚入 ●サトウキビからうま
れましたエコ皿です。 This is a eco dish. ●JAN：
4947678032796

キッチン・キッ
チン消耗

86415199

エコ角皿約１６．５ｃｍ１２枚

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 10.5ｇ色： なし12個材質： サトウキビ
SUGAR CANE内容数： 12枚入 ●サトウキビからうま
れましたエコ皿です。 This is a eco dish. ●JAN：
4947678032819

キッチン・キッ
チン消耗

86415200

エコ角皿約２０ｃｍ８枚

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 16.9ｇ色： なし12個材質： サトウキビ
SUGAR CANE内容数： 8枚入 ●サトウキビからうま
れましたエコ皿です。 This is a eco dish. ●JAN：
4947678032826

キッチン・キッ
チン消耗

86415201

ミニプラスチックスプーン（カ
ラー）３０Ｐ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 3ｇ色： なし10個材質： ポリスチレン PS内
容数： 30本入 ●ミニプラスチックスプーンです。 This
is plastic spoon. ●JAN：4947678033281

キッチン・キッ
チン消耗

86415202

デカじょうご

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 100ｇ色： グリーン6個、イエロー6個内容数：
1個入 ●デカじょうご BIG FUNNEL ●JAN：
4947678500547

86415204

水切りネット三角コーナー用
ネットタイプ 抗菌加工 ４０枚
入

¥10,368

●重量： 4.6ｇ色： ブルー（Blue）12個材質： ポリエチ
レン Polyethylene内容数： 40枚入 ●スッキリと取り
付けられ伸縮性にすぐれたネットタイプです。 抗菌加
工！ 水切れがよく、容器のヌメリの発生を防ぎます。
Net with excellent stretch for a perfect fit.
Antibacterial action. Strains well and helps keep slime
froming in basket. ●JAN：4979909927953

キッチン・キッ
チン消耗

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×96
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

キッチン・キッ
チン消耗

86415206

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

86415207

商品画像

商品名

分別回収整理袋１０枚入

プチカップ大 ５個入 約６０ｍ
ｌ

86415208

紙おしぼり平判１８本

86415209

切って使える保冷剤 ３０ｇＸ５
個Ｘ２個

86415210

86415211

86415212

86415213

紙おしぼり２１Ｐ

２８５ ダイソーキッチン用保
存袋Ｓ抗菌タイプ７０Ｐ透明

Ｗチャックマチ付フリーザバッ
グＬ １１枚入

Ｗチャックマチ付フリーザバッ
グＭ １８枚入

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 10.7ｇ色： 半透明25個材質： ポリエチレン
polyethylene内容数： 10枚入 ●新聞、雑誌、ビン、缶
の分別にお使いいただけます。 It is available for
classification of newspapers a magazines bottles and
cans. ●JAN：4984343066816

¥10,800

●容量： 60ｍｌ重量： 3ｇ色： なし10個材質： 本体：
ポリスチレン フタ：ポリエチレンテレフタレート Main
body Polystyrene Lid Polyethylenterephthalate内容
数： 5個入 ●お弁当のサラダや和え物おかず 汁気
のあるものにも To a thing with the salad and
dressed-dishes dish of lunch and juice ●JAN：
4984343262935

¥8,640

●重量： 5ｇ色： 白10個材質： バージンパルプ１０
０％ 水 Virgin pulp 100pct Water内容数： 18本入
●ご家庭でのお手ふき、ドライブ、スポーツ、レジャーの
おともに 冷やしても温めても、気持ちよくご使用になれ
ます A wet wipe at home for drives sports and leisure
activities Can be used freely whether hot or cold ●
JAN：4984343273870

¥6,480

●容量： 808ｍｌ重量： 150ｇ材質： ナイロンポリ・ポリ
アクリル酸ナトリウム塩 nylon poly acrylic acid
polymerアソート商品（JAN）： 保冷剤内容数： 2本入
●連結タイプなので、用途に応じて使用できます。
Available for many uses depending. ●JAN：
4984343370852

¥8,640

●重量： 6ｇ色： 白10個材質： バージンパルプ１０
０％ 水 Virgin pulp 100pct Water内容数： 21本入
●ご家庭でのお手ふき、ドライブ、スポーツ、レジャーの
おともに 冷やしても温めても、気持ちよくご使用になれ
ます A wet wipe at home for drives sports and leisure
activities Can be used freely whether hot or cold ●
JAN：4984343385726

¥8,640

●容量： 1ｌ重量： 1.6ｇ色： 透明 Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ70個
材質： ポリエチレン Polyethylene内容数： 70枚入
●横18ｃｍ 縦25ｃｍ 厚み0.020ｍｍ 透明 キッチン
用保存袋抗菌タイプ 食品の保存に最適です。生産地
岡山 W7.1in L9.8in T0.0008in Transparente Food
storage bag for kitchen antibacterial type Perfect for
preserving food.Made in Okayama ●JAN：
4984343498532

¥10,368

●重量： 12ｇ色： 無し12個材質： ポリエチレン
Polyethylene内容数： 11枚入 ●厚手のバッグでその
ままレンジで解凍できる。密封性に優れているので簡
単小スペース収納。 The bag.made of thick plastic
materrial.enables defrosting foods in a microwave
oven.The excellent sealing properties enable space
saving storage. ●JAN：4984343708839

¥10,368

●重量： 7ｇ色： 無し12個材質： ポリエチレン
Polyethylene内容数： 18枚入 ●厚手のバッグでその
ままレンジで解凍できる。密封性に優れているので簡
単小スペース収納。 The bag.made of thick plastic
materrial.enables defrosting foods in a microwave
oven.The excellent sealing properties enable space
saving storage. ●JAN：4984343708846

●単価108円（税込）×100

●単価108円（税込）×80

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×80

●単価108円（税込）×80

●単価108円（税込）×96

●単価108円（税込）×96
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

キッチン・キッ
チン消耗

86415214

Ｗチャックマチ付フリーザバッ
クＳ ２２枚入

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 4.5ｇ色： 無し12個材質： ポリエチレン
Polyethylene内容数： 22枚入 ●厚手のバッグでその
ままレンジで解凍できる。密封性に優れているので簡
単小スペース収納。 The bag.made of thick plastic
materrial.enables defrosting foods in a microwave
oven.The excellent sealing properties enable space
saving storage. ●JAN：4984343708853

キッチン・キッ
チン消耗

86415215

クリアカップ２１５ｍｌ ２０個入

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●容量： 215ｍｌ重量： 4.7ｇ色： 透明12個材質： ポリ
エチレンテレフタレート polyethyleneterephthalate内容
数： 20個入 ●飲料用簡易コップ The simple glass
for drinks ●JAN：4984343827516

キッチン・キッ
チン消耗

86415216

クリアカップ５４５ｍｌ ８個入

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●容量： 545ｍｌ重量： 12.5ｇ色： 透明12個材質： ポ
リエチレンテレフタレート polyethyleneterephthalate内
容数： 8個入 ●飲料用簡易コップ The simple glass
for drinks ●JAN：4984343827547

キッチン・キッ
チン消耗

86415217

フードパックおむすびミニ １５
枚

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 3.8ｇ色： なし20個材質： ポリスチレン
Polystyrene内容数： 15枚入 ●おにぎり３個用 For
three rice balls ●JAN：4984343827639

キッチン・キッ
チン消耗

86415218

アルミカップ５号 ２６８枚

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 150ｍｇ色： なし30個材質： アルミニウムは
く Aluminum foil内容数： 268枚入 ●お弁当に 総菜
の小分けに In lunch To the subdivision of a daily
dish ●JAN：4984343851276

キッチン・キッ
チン消耗

86415219

アルミカップ６号２４０枚

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 150ｍｇ色： なし30個材質： アルミニウムは
く Aluminum foil内容数： 240枚入 ●お弁当に 総菜
の小分けに In lunch To the subdivision of a daily
dish ●JAN：4984343851283

キッチン・キッ
チン消耗

86415220

アルミカップ８号２１６枚

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 200ｍｇ色： なし30個材質： アルミニウムは
く Aluminum foil内容数： 216枚入 ●お弁当に 総菜
の小分けに In lunch To the subdivision of a daily
dish ●JAN：4984343851290

キッチン・キッ
チン消耗

86415221

アルミカップ９号１４４枚

●単価108円（税込）×30

¥3,240

●重量： 250ｍｇ色： なし30個材質： アルミニウムは
く Aluminum foil内容数： 144枚入 ●お弁当に 総菜
の小分けに In lunch To the subdivision of a daily
dish ●JAN：4984343851306

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415222

86415223

商品画像

商品名

カラー紙コップ 容量約２０５ｍ
ｌ 各色５Ｐ ２５個入

フリーザーバッグ Ｓ３０枚

単価×入数

●単価108円（税込）×72

●単価108円（税込）×80

販売価格
（税込）

商品仕様

¥7,776

●容量： 205ｍｌ重量： 4.4ｇ色： なし20個材質： 純パ
ルプ１００％ 100 percent Pure Pulp内容数： 25個入
●ピンク×５、黄色×５、緑×５、青×５、オレンジ×５。
蛍光塗料およびＰ．Ｃ．Ｂを含んでおりません。 Pink×
5.Yellow×5.Green×5.Blue×5.Orange×5.Contains no
PCB or fluorescent coating. ●JAN：4984343855250

¥8,640

●重量： 3.8ｇ色： 無し10個材質： ポリエチレン
Polyethylene内容数： 30枚入 ●厚手のバッグでその
ままレンジで解凍できる。密封性に優れているので簡
単小スペース収納。 The bag.made of thick plastic
materrial.enables defrosting foods in a microwave
oven.The excellent sealing properties enable space
saving storage. ●JAN：4984343867529

キッチン・キッ
チン消耗

86415224

ストックバッグ Ｓ４０枚

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 2.5ｇ色： 無し10個材質： ポリエチレン
Polyethylene内容数： 40枚入 ●食品を小分けに。加
工食品の保存。優れた密封性。 For assortment
storage of foods.Processed Food Storage.Excellent
Sealing Properties. ●JAN：4984343867550

キッチン・キッ
チン消耗

86415227

調味料ケース２Ｐセット

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 157ｇ色： 赤red20個、緑green12個、青blue8
個、黄yellow8個材質： ポリプロピレン Polypropylene
内容数： 2個×1個 ●調味料ケース Seasoning Box
●JAN：4549131295849

キッチン・キッ
チン消耗

86415228

ステンレスザル（枠付）直径約
２１．５ｃｍ×高さ８．５ｃｍ

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●容量： 1.8ｍｌ重量： 114ｇ材質： ステンレス
stainless内容数： 1個入 ●ステンレスザル（枠付）直
径約２１．５ｃｍ×高さ８．５ｃｍ Stainless Steel
Strainer -With Trimming -21.5cm x H8.5cm ●JAN：
4549131297874

キッチン・キッ
チン消耗

86415229

カラー玉子焼約１８．５ｃｍ

●単価162円（税込）×64

¥10,368

●重量： 115ｇ材質： 炭素鋼、シリコン樹脂 Carbon
Steel Silicon resin内容数： 1個入 ●カラー玉子焼約
１８．５ｃｍ GRIDDLE PAN ●JAN：4549131297966

キッチン・キッ
チン消耗

86415230

アルミ製鍋約１８ｃｍ

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 120ｇ材質： アルミニウム Aluminum内容数：
1個入 ●アルミ鍋１８ｃｍ Aluminum pot ●JAN：
4549131355796

キッチン・キッ
チン消耗

86415231

ガラス蓋（１８ｃｍ）

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 225ｇ材質： 本体：強化ガラス ハンドル：フェ
ノール樹脂 Steel slicon coating Phenol formaldehyde
resin内容数： 1個入 ●強化ガラス製器具
Toughened Glass cookware ●JAN：4549131405248

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

キッチン・キッ
チン消耗

86415232

ガラス蓋（２０ｃｍ）

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 280ｇ材質： 本体：強化ガラス ハンドル：フェ
ノール樹脂 Steel slicon coating Phenol formaldehyde
resin内容数： 1個入 ●強化ガラス製器具
Toughened Glass cookware ●JAN：4549131405255

キッチン・キッ
チン消耗

86415233

ステンレストレー浅型約３２ｃ
ｍ×２３ｃｍ （内径）

●単価162円（税込）×60

¥9,720

●重量： 213ｇ材質： ステンレススチール Stainless
Steel内容数： 1個入 ●ステントレー浅型約３２ｃｍ×
２３ｃｍ （内径） Stainless Steel Tray -Shallow - Inner
Diameter 32cm x 23cm ●JAN：4549131411232

キッチン・キッ
チン消耗

86415234

ホーローフタ付ボウル直径約
１４ｃｍ

●単価162円（税込）×64

¥10,368

●重量： 140ｇ材質： ほうろう用鋼板、ポリエチレン
enameled metal . peアソート商品（JAN）： なし内容数：
1個入 ●ホーローフタ付ボウル直径約14cm） Simple
Bowl with Enamel Lid - 14cm - ●JAN：
4549131411362

キッチン・キッ
チン消耗

86415235

キッチンコンロ用アルミパネル
ワイドタイプ ５０×１２０ＣＭ

●単価216円（税込）×20

¥4,320

●重量： 147ｇ色： 銀 silver20個材質： アルミニウム
はく Aluminum foil内容数： 1個入 ●コンロまわりへ
の油はね、油汚れをガード Guard the kitchen stove
from oil spit and spot. ●JAN：4549131228885

86415236

キッチンコンロ用ワイド下敷き
７３×９６ｃｍ

¥4,320

●重量： 185.7ｇ色： 銀色 silver20個材質： アルミニ
ウムはく・紙 Aluminum foil.Paper内容数： 1個入 ●
汚れやすいテーブルコンロまわりをフルカバー This
product fully covers the kitchen stove that gets easily
dirty. ●JAN：4549131228892

キッチン・キッ
チン消耗

商品画像

商品名

●単価216円（税込）×20

キッチン・キッ
チン消耗

86415237

密封容器２．６Ｌ

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●容量： 2.6ｌ重量： 243ｇ色： 赤6個、白色半透明12
個、青6個材質： ポリプロピレン シリコンゴム
Polypropylen Silicone Rubber色々価格（JAN）： 無しア
ソート商品（JAN）： 無し内容数： 1個入 ●密封容器
2.6L 本体 赤 白色半透明 青 フタ 白色半透明
CONTAEINER2.6L Red Naturl Blue cover naturl ●
JAN：4549131231311

キッチン・キッ
チン消耗

86415238

ステンレス両手付きザル直径
約２５

●単価216円（税込）×64

¥13,824

●重量： 130ｇ材質： ステンレス stainless内容数： 1
個入 ●ステンレス両手付きザル直径約２５ｃｍ
Stainless Steel Strainer with Two Handles 25cm ●
JAN：4549131297898

¥7,776

●容量： 1.9ｌ重量： 210ｇ色： 白色半透明36個材質：
ポリプロピレン シリコンゴム Polypropylen Silicone
Rubber色々価格（JAN）： 無しアソート商品（JAN）： 無
し内容数： 1個入 ●密封容器1.9L 本体 白色半透明
フタ 白色半透明 CONTAEINER1.9L Naturl cover
Naturl ●JAN：4549131304626

キッチン・キッ
チン消耗

86415239

密封容器１．９Ｌクリア

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価216円（税込）×36
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カテゴリ

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415240

86415241

86415242

86415243

商品画像

商品名

密封容器２．１Ｌクリア

密封容器３．６Ｌクリア

密封容器１．９Ｌカラー

密封容器２．１Ｌカラー

単価×入数

●単価216円（税込）×36

●単価216円（税込）×24

●単価216円（税込）×36

●単価216円（税込）×36

販売価格
（税込）

商品仕様

¥7,776

●容量： 2.1ｌ重量： 255ｇ色： 白色半透明36個材質：
ポリプロピレン シリコンゴム Polypropylen Silicone
Rubber色々価格（JAN）： 無しアソート商品（JAN）： 無
し内容数： 1個入 ●密封容器2.1L 本体 白色半透明
フタ 白色半透明 CONTAEINER2.1L Naturl cover
Naturl ●JAN：4549131304633

¥5,184

●容量： 3.6ｌ重量： 295ｇ色： 白色半透明24個材質：
ポリプロピレン シリコンゴム Polypropylen Silicone
Rubber色々価格（JAN）： 無しアソート商品（JAN）： 無
し内容数： 1個入 ●密封容器3.6L 本体 白色半透明
フタ 白色半透明 CONTAEINER3.6L Naturl cover
Naturl ●JAN：4549131304640

¥7,776

●容量： 1.9ｌ重量： 210ｇ色： グリーン15個、イエロー
12個、オレンジ9個材質： ポリプロピレン シリコンゴム
Polypropylen Silicone Rubber色々価格（JAN）： 無しア
ソート商品（JAN）： 無し内容数： 1個入 ●密封容器
1.9L 本体 グリーン イエロー オレンジ フタ 白色半透
明 CONTAEINER1.9L Green Yellow Orange cover
naturl ●JAN：4549131304657

¥7,776

●容量： 2.1ｌ重量： 255ｇ色： グリーン15個、イエロー
12個、オレンジ9個材質： ポリプロピレン シリコンゴム
Polypropylen Silicone Rubber色々価格（JAN）： 無しア
ソート商品（JAN）： 無し内容数： 1個入 ●密封容器
2.1L 本体 グリーン イエロー オレンジ フタ 白色半透
明 CONTAEINER2.1L Green Yellow Orange cover
naturl ●JAN：4549131304664

キッチン・キッ
チン消耗

86415244

密封容器３．６Ｌカラー

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●容量： 3.6ｌ重量： 295ｇ色： グリーン10個、イエロー
8個、オレンジ6個材質： ポリプロピレン シリコンゴム
Polypropylen Silicone Rubber色々価格（JAN）： 無しア
ソート商品（JAN）： 無し内容数： 1個入 ●密封容器
3.6L 本体 グリーン イエロー オレンジ フタ 白色半透
明 CONTAEINER3.6LGreen Yellow Orange cover
naturl ●JAN：4549131304671

キッチン・キッ
チン消耗

86415245

まな板３４５×２５０×６ｍｍ

●単価216円（税込）×36

¥7,776

●重量： 320ｇ材質： ポリエチレン Polyethylene内容
数： 1個入 ●まな板３４５×２５０×６ｍｍ Cutting
Board -345mm x 250mm x 6mm - 13.6 x 9.8 x 0.2- ●
JAN：4549131348774

キッチン・キッ
チン消耗

86415246

デニム風エプロン ８０×７０ｃ
ｍ

●単価216円（税込）×84

¥18,144

●重量： 125ｇ色： 黒4個、赤2個、茶4個、ブルー4個
材質： ポリエステル70％ 綿30％ Polyester 70pct
Cotton 30pct内容数： 1個入 ●デニム風エプロン ８
０×７０ｃｍ Apron -Denim Style - 80cm x 70cm ●
JAN：4549131360448

キッチン・キッ
チン消耗

86415247

包丁＆まな板スタンド（大、約
１３．９×１１．５×２４．２ｃｍ

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 225ｇ色： オフホワイト6個、シルバー6個材
質： スチール（塗装、クロムメッキ） Steel-Paint
Chrome-plated-内容数： 1個入 ●鍋ふたも掛けられ
ます。 Can also be used to store pot lids. ●JAN：
4549131361032

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

キッチン・キッ
チン消耗

86415248

敷紙不要！シリコンコーティン
グケーキ型６号（Φ１８×４．８
Ｃ

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●重量： 128ｇ材質： 炭素鋼 シリコン樹脂 Carbon
steel Silicone resin内容数： 1個入 ●敷紙不要！シリ
コンコーティングケーキ型６号（Φ１８×４．８Ｃ
Silicone-Coated Cake Mold -No. 6 ●JAN：
4549131363296

キッチン・キッ
チン消耗

86415249

桐まな板 ３２×２４×１．２Ｃ
Ｍ

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●重量： 270ｇ色： NA8個材質： 桐 Paulownia内容
数： 1個入 ●桐まな板 32X24X1.2CM CUTTING
BOARD-NATURAL WOOD- ●JAN：4549131400366

キッチン・キッ
チン消耗

86415250

片手鍋（約１８ｃｍ）

●単価216円（税込）×36

¥7,776

●重量： 210ｇ材質： 本体：スチール 高温塗装（シリ
コンコーティング） ハンドル：フェノール樹脂 Steel
slicon coating Phenol formaldehyde resin内容数： 1個
入 ●料理用 cooking ●JAN：4549131405279

キッチン・キッ
チン消耗

86415251

ステンレストレー浅型約４０ｃ
ｍ×３０ｃｍ（内径）

●単価216円（税込）×32

¥6,912

●重量： 397ｇ材質： ステンレススチール Stainless
Steel内容数： 1個入 ●ステントレー浅型約４０ｃｍ×
３０ｃｍ（内径） Stainless Steel Tray -Shallow - Inner
Diameter 40cm x 30cm ●JAN：4549131411249

キッチン・キッ
チン消耗

86415252

ホーローフタ付ボウル直径約
１６ｃｍ １８ｃｍ

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●重量： 185ｇ材質： ほうろう用鋼板、ポリエチレン
enameled metal . peアソート商品（JAN）： 16cm・18cm
各5個内容数： 1個入 ●ホーローフタ付ボウル直経約
16cm・18cm Simple Bowl with Enamel Lid - 16cm 18cm - ●JAN：4549131411379

キッチン・キッ
チン消耗

86415253

ステンレストレー深型約３２ｃ
ｍ×２３ｃｍ（内径）

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 251ｇ材質： ステンレススチール Stainless
Steel内容数： 1個入 ●ステントレー深型約３２ｃｍ×
２３ｃｍ（内径） Stainless Steel Tray -Deep - Inner
Diameter 32cm x 23cm ●JAN：4549131411386

キッチン・キッ
チン消耗

86415254

ステンレスボール （内径２４Ｃ
Ｍ）

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●重量： 181ｇ色： シルバー20個材質： ステンレス鋼
１００％ Stainless steel100pct内容数： 1個入 ●内径
２４cmのステンレスボールです Stainless Steel Bowl
24cm ●JAN：4549131419368

キッチン・キッ
チン消耗

86415255

メッシュフードカバー

●単価216円（税込）×36

¥7,776

●重量： 85ｇ色： シルバー6個材質： ステンレスス
チール Stainless steel内容数： 1個入 ●ステンレス
スチールメッシュフードカバー Mesh Food Cover ●
JAN：4549131430813

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

キッチン・キッ
チン消耗

86415256

キッチン・キッ
チン消耗

86415257

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

陶器のなべしき クラシック ２
種アソート

●単価216円（税込）×30

¥6,480

●重量： 350ｇ色： パン5個、飲み物5個材質： セラ
ミック コルク Ceramic cork内容数： 1個入 ●陶器の
なべしき クラシック ２種アソート Ceramic Pot holder
-Classic ●JAN：4549131440409

¥12,960

●重量： 106.2ｇ色： なし10個材質： アルミニウム箔
内容数： 1枚入 ●ガスコンロまわりの油飛散を防ぎま
す。１２０ｃｍのワイドパネルで３面が囲め、油はね、油
汚れ、料理くずの落下を防止します。磁石４個とフラッ
プ付で、しっかり安定の厚手パネルです。 Protects
around the gas burner from spattering oil.Wide panel
47.3inch encloses 3sides to prevent oil splash and oil
dirt and dish rubbish.The panel adhere four magnets
and flap so that it can be fixed firmly. ●JAN：
4984343548640

大型グリルテーブルガード磁
石付 約１２０×４８ｃｍ

●単価216円（税込）×60

キッチン・キッ
チン消耗

86415258

両面アルミグリルテーブル
シート 約７３×９６ｃｍ

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●重量： 169.3ｇ色： なし10個材質： アルミニウム箔
内容数： 1枚入 ●ガスコンロまわりの油飛散を防ぎま
す。ガス台から奥の壁面までカバーできるワイドサイズ
です。シワになりにくく厚手で敷きやすいシートです。
Protects around the gas burner from spattering oil.This
is the wide size which can be covered from gas stand
to wall at the back.This sheet is hard to ruck up thick
and easy to lay. ●JAN：4984343548657

キッチン・キッ
チン消耗

86415259

皿立て付き水切りかごトレー
２００円

●単価216円（税込）×20

¥4,320

●容量： 500ｃｃ重量： 239ｇ色： 白20個材質： 本体
ポリプロピレン Body PP内容数： 1個入 ●２点セット
でご利用いただけます。 It is possible for 2 pieces set
●JAN：4984355077992

¥12,960

●重量： 336ｇ色： ナチュラル10個材質： ポリプロピ
レン内容数： 1個入 ●・この商品は別売りの商品と、
セットとして使用する事が出来ます。（別売り商品：水切
かごトレー（大）１０Ｌ、水切かご（大）３０ｃｍ×４０ｃｍ×
１５ｃｍ） This commodity can be used as a commodity
and a set of another sales drainer basket tray large
type and drainer basket large type. ●JAN：
4993593011187

キッチン・キッ
チン消耗

86415260

水切かごフタ（大）２９ｃｍ×３
９ｃｍ×８ｃｍ

●単価216円（税込）×60

キッチン・キッ
チン消耗

86415261

ステンレス折りたたみ蒸し器
２３ｃｍ

●単価270円（税込）×48

¥12,960

●重量： 162ｇ色： シルバー8個材質： ステンレスス
チール Stainless steel内容数： 1個入 ●蒸し器の底
につかない程度の水を鍋に張ります。鍋のサイズに合
わせて蒸し器を広げ、鍋底に置きます。 蒸し器の上に
食材を置き、鍋蓋をして火にかけて蒸します。他 Fill
pan with water to just under the bottom of the
steamer. Expand the steamer to the size of the pan
and place inside. Others ●JAN：4549131405330

キッチン・キッ
チン消耗

86415262

ステンレスボール （内径２８Ｃ
Ｍ）

●単価270円（税込）×50

¥13,500

●重量： 248ｇ色： シルバー10個材質： ステンレス鋼
１００％ Stainless steel100pct内容数： 1個入 ●内径
２８cmのステンレスボールです Stainless Steel Bowl
28cm ●JAN：4549131419351

¥15,552

●重量： 219ｇ色： ホワイト8個材質： ステンレスス
チール、ABS樹脂 Stainless steel ABSアソート商品
（JAN）： ホワイト 8pcs White 8pcs内容数： 1個入
●流し台のサイズに合わせて長さを調節できる 約３１
-５３cm 耐荷重量：約３ｋｇ Adjust the length to the
size of your sink Approx. 12.2inch - 20.9inch
Supported weight Approx. 3kg 6.6lb ●JAN：
4549131288742

キッチン・キッ
チン消耗

86415263

ステンレス製流し台伸縮パイ
プ棚約３１ー５３ｃｍ用

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価324円（税込）×48
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

キッチン・キッ
チン消耗

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

86415264

米びつ＆キッチンストッカー５
ＫＧ

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●容量： 5.8ｌ重量： 301ｇ色： 白white24個材質： ポ
リプロピレン polypropylene内容数： 1個入 ●米びつ
キッチンストッカー food container ●JAN：
4549131295795

86415265

冷水筒ワンプッシュタイプ２．１
Ｌ

●単価324円（税込）×40

¥12,960

●容量： 2.1ｌ重量： 253.5ｇ色： 透明10個材質： 本体
ポリスチレン フタ ポリエチレン スライド ポリプロピ
レン Body PS Cover PE Slide PP内容数： 1個入
●冷水筒 Water JUG ●JAN：4549131296068

¥7,776

●容量： 3.9ｌ重量： 380ｇ色： 白色半透明24個材質：
ポリプロピレン シリコンゴム Polypropylen Silicone
Rubber色々価格（JAN）： 無しアソート商品（JAN）： 無
し内容数： 1個入 ●密封容器3.9L 本体 白色半透明
フタ 白色半透明 CONTAEINER3.9L Naturl cover
Naturl ●JAN：4549131304688

¥7,776

●容量： 3.9ｌ重量： 380ｇ色： グリーン10個、イエロー
8個、オレンジ6個材質： ポリプロピレン シリコンゴム
Polypropylen Silicone Rubber色々価格（JAN）： 無しア
ソート商品（JAN）： 無し内容数： 1個入 ●密封容器
3.9L 本体 グリーン イエロー オレンジ フタ 白色半透
明 CONTAEINER3.9L Green Yellow Orange cover
naturl ●JAN：4549131304695

86415266

商品画像

密封容器３．９Ｌクリア

●単価324円（税込）×24

86415267

密封容器３．９Ｌカラー

キッチン・キッ
チン消耗

86415268

敷紙不要！シリコンコーティン
グケーキ型７号（Φ２１×４．８
ｃ

●単価324円（税込）×48

¥15,552

●重量： 158ｇ材質： 炭素鋼 シリコン樹脂 Carbon
steel Silicone resin内容数： 1個入 ●敷紙不要！シリ
コンコーティングケーキ型７号（Φ２１×４．８ｃ
Silicone-Coated Cake Mold -No. 7 ●JAN：
4549131363302

キッチン・キッ
チン消耗

86415269

ステンレスボール （内径３０Ｃ
Ｍ）

●単価324円（税込）×50

¥16,200

●重量： 261ｇ色： シルバー10個材質： ステンレス鋼
１００％ Stainless steel100pct内容数： 1個入 ●内径
３０cmのステンレスボールです Stainless Steel Bowl
30cm ●JAN：4549131388572

キッチン・キッ
チン消耗

86415270

桐まな板 ４２×２４×１．５Ｃ
Ｍ

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 450ｇ色： NA6個材質： 桐 Paulownia内容
数： 1個入 ●桐まな板 42X24X1.5CM CUTTING
BOARD-NATURAL WOOD- ●JAN：4549131400373

キッチン・キッ
チン消耗

86415271

両手鍋（約２０ｃｍ）

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●重量： 250ｇ材質： 本体：スチール 高温塗装（シリ
コンコーティング） ハンドル：フェノール樹脂 Steel
slicon coating Phenol formaldehyde resin内容数： 1個
入 ●料理用 cooking ●JAN：4549131405286

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価324円（税込）×24
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

キッチン・キッ
チン消耗

86415272

ステンレストレー深型約４０ｃ
ｍ×３０ｃｍ（内径）

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 451ｇ材質： ステンレススチール Stainless
Steel内容数： 1個入 ●ステントレー深型約４０ｃｍ×
３０ｃｍ（内径） Stainless Steel Tray -Deep - Inner
Diameter 40cm x 30cm ●JAN：4549131411256

キッチン・キッ
チン消耗

86415273

ワインクーラー（大）

●単価324円（税込）×12

¥3,888

●容量： 2.5ｌ重量： 336.2ｇ色： 透明12個材質： ポリ
スチレン PS内容数： 1個入 ●収納 ワインクーラー
storage Wine Cooler ●JAN：4549131425598

キッチン・キッ
チン消耗

86415274

シリコンローラー（１９．７ｃｍ、
ベリーピンク）

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●重量： 308ｇ色： ベリーピンク6個材質： 本体：シリ
コンゴム ハンドル：木 Body Silicone rubber Handle
Wood内容数： 1個入 ●シリコンローラー（１９．７ｃｍ、
ベリーピンク） Silicone Rolling Pin -19.7cm- Berry
Pink- ●JAN：4549131438789

キッチン・キッ
チン消耗

86415275

シリコンスポンジケーキ型（ラ
ウンド、取っ手付、内径約２２ｃ
ｍ

●単価324円（税込）×48

¥15,552

●重量： 175ｇ色： ベリーピンク3個、ブラウン3個材
質： シリコンゴム１００％ Silicone rubber100pct内容
数： 1個入 ●シリコンスポンジケーキ型 Silicone
Sponge Cake Mold ●JAN：4549131439168

キッチン・キッ
チン消耗

86415276

シリコンケーキ型（スクエア
型、取っ手付き、約２０×２０ｃ
ｍ）

●単価324円（税込）×48

¥15,552

●重量： 165ｇ色： ベリーピンク3個、ブラウン3個材
質： シリコンゴム１００％ Silicone rubber100pct内容
数： 1個入 ●シリコンケーキ型 Silicone Cake Mold
●JAN：4549131439175

キッチン・キッ
チン消耗

86415277

シリコンシフォンケーキ型
（取っ手付、直径約２２ｃｍ）

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●重量： 200ｇ色： ベリーピンク3個、ブラウン3個材
質： シリコンゴム１００％ Silicone rubber100pct内容
数： 1個入 ●シリコンケーキ型 Silicone Cake Mold
●JAN：4549131439182

キッチン・キッ
チン消耗

86415278

底取タルト型 約１８ｃｍ

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●重量： 143ｇ色： なし1個材質： 鉄（スズメッキ加工）
Iron Tin plating内容数： 1個入 ●約１８ｃｍ
生産
地 新潟県 Approx 7.1in
Producing district
Niigata ●JAN：4909553009262

¥6,480

●容量： 2.1ｌ重量： 248ｇ色： 蓋-アイボリー（Ivory）・
フラップ-緑（Green）10個、蓋-緑（Green）・フラップ-アイ
ボリー（Ivory）10個材質： （本体）スチロール樹脂（フ
タ）ポリエチレン（フラップ）ポリプロピレン Main bodyPolystyrene Lid-Polyethylene Small lidPolypropylene内容数： 1個入 ●本体：クリアー。洗い
やすい広口タイプ。冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収
納。 Main body-clear. A wide easy to wash design.
This bottle is a perfect fit for your refrigerator door.
●JAN：4939491802205

キッチン・キッ
チン消耗

86415279

商品画像

商品名

ワンプッシュ冷水筒 ２．１Ｌ

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価324円（税込）×20
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

キッチン・キッ
チン消耗

86415280

日本製発泡クーラーＢＯＸイン
ナー付

●単価324円（税込）×12

¥3,888

●容量： 4ｌ重量： 120ｇ色： ダークブルー12個材質：
クーラーボックス・インナーケース：ポリスチレン ひも：
ポリプロピレン色々価格（JAN）： -アソート商品
（JAN）： -内容数： 1個入 ●インナーケースがセット
になっているひも付き発泡クーラーボックスです。350ml
の缶が6本収まり、その上に保冷剤をセットできます。
水や氷を入れても安心です。インナーケースを取り外し
て洗えます。 It is a cooler made of the styrene foam
where the inner case and the rope make a set. 6 cans
of 350ml are put in and the cold insulator can be set
on the can. It is safe on the water and ice. It is
possible to wash in detaching the inner case. ●JAN：

キッチン・キッ
チン消耗

86415281

つけもの器（７５０ｍｌ）

●単価324円（税込）×64

¥20,736

●容量： 容量（約）750ml重量： 241色： フタ：アイボ
リー 本体：ナチュラル材質： 本体／ポリスチレン フタ
／ポリスチレン 部品／ABS樹脂内容数： 8入×8BOX
●タイ製 300円商品 ●JAN：4984355077718

キッチン・キッ
チン消耗

86415282

水切りかごトレー ３００円
４０×３０×１５．５ｃｍ

●単価324円（税込）×20

¥6,480

●容量： 10.5ｌ重量： 435ｇ色： 白20個材質： ポリプ
ロピレン PP内容数： 1個入 ●3点セットでご利用い
ただけます 別売り水切りかごフタ200円水切りかご200
円 It is possible for 3 pieces set Water draining
basket lid and Water draining basket ●JAN：
4984355077961

キッチン・キッ
チン消耗

86415283

皿たて付き水切りかご３００円
４２ｃｍ×３２ｃｍ×１４ｃｍ

●単価324円（税込）×20

¥6,480

●容量： 10ｌ重量： 423ｇ色： 白20個材質： ポリプロ
ピレン PP内容数： 1個入 ●別売り2点セットにてご
利用いただけます It is possible for 2pieces sets ●
JAN：4984355077985

キッチン・キッ
チン消耗

86415286

折りたたみポリタンク約３．５Ｌ
（コック付）

●単価432円（税込）×36

¥15,552

●容量： 3.5ｌ重量： 245ｇ材質： ポリプロピレン シリ
コン plypropylene silicone内容数： 1個入 ●折りたた
みポリタンク約3.5Lコック付 Collapsible Water Jug Approx. 3.5L - 0.9gal - With Tap- ●JAN：
4549131292312

キッチン・キッ
チン消耗

86415287

底取デコレーションケーキ型
約１５ｃｍ

●単価432円（税込）×40

¥17,280

●重量： 162ｇ色： なし1個材質： 鉄（スズメッキ加工）
Iron Tin plating内容数： 1個入 ●直径約１５ｃｍ
生産地 新潟県 Approx 5.9in Producing district
Niigata ●JAN：4909553009156

キッチン・キッ
チン消耗

86415288

つけもの器（１．５Ｌ）

●単価432円（税込）×36

¥15,552

●容量： 容量（約）1.5l重量： 451色： フタ：グリーン
本体：ナチュラル材質： 本体／AS樹脂 フタ／ABS樹
脂 部品／ポリプロピレン・ABS樹脂内容数： 6入×
6BOX ●タイ製 400円商品 ●JAN：4984355077701

¥15,552

●容量： 6.8ｌ重量： 426ｇ色： ナチュラル12個材質：
本体：ポリプロピレン ふた：ポリプロピレン 中ぶた：ポリ
プロピレン コロ：ポリプロピレン内容数： 1個入 ●・お
米を約5kg収納できます。コロ付きでシンク下の収納に
も出し入れが簡単。 Rice can be stored by about
5kg.The movement is easy because the roller has
adhered even if it stores it under the sink. ●JAN：
4993593011019

キッチン・キッ
チン消耗

86415289

米びつ兼フードストッカー５．０
ｋｇ用

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価432円（税込）×36
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

キッチン・キッ
チン消耗

86415290

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

ベーキングセット（ペーパー
カップ２４コ＋紙製風車１２コ）

●単価540円（税込）×48

¥25,920

●重量： 200ｇ色： 白青ピンク12個材質： 紙 Paper
色々価格（JAN）： 無アソート商品（JAN）： 無内容数：
36個入 ●これはペーパーカップと紙製風車です。
These are paper cups and pinwheels. ●JAN：
4549131223002

キッチン・キッ
チン消耗

86415291

密封容器１２Ｌクリア

●単価540円（税込）×12

¥6,480

●容量： 12ｌ重量： 615ｇ色： 白色半透明12個材質：
ポリプロピレン シリコンゴム Polypropylen Silicone
Rubber色々価格（JAN）： 無しアソート商品（JAN）： 無
し内容数： 1個入 ●密封容器12L 本体 白色半透明
フタ 白色半透明 CONTAEINER12L Naturl cover
Naturl ●JAN：4549131335729

キッチン・キッ
チン消耗

86415292

中華鍋（２８ｃｍ）

●単価540円（税込）×16

¥8,640

●重量： 740ｇ材質： 本体：スチール 高温塗装（シリ
コンコーティング） ハンドル：フェノール樹脂 Steel
slicon coating Phenol formaldehyde resin内容数： 1個
入 ●料理用 cooking ●JAN：4549131405293

キッチン・キッ
チン消耗

86415293

底取デコレーションケーキ型
約１８ｃｍ

●単価540円（税込）×40

¥21,600

●重量： 210ｇ色： なし1個材質： 鉄（スズメッキ加工）
Iron Tin plating内容数： 1個入 ●直径約１８ｃｍ
生産地 新潟県 Approx 7.1in Producing district
Niigata ●JAN：4909553009163

キッチン・キッ
チン消耗

86415294

米びつ兼フードストッカー１０ｋ
ｇ用

●単価648円（税込）×24

¥15,552

●容量： 13.6ｌ重量： 623ｇ色： ナチュラル12個材質：
本体：ポリプロピレン ふた：ポリプロピレン 中ぶた：ポリ
プロピレン コロ：ポリプロピレン内容数： 1個入 ●・お
米を約10kg収納できます。コロ付きでシンク下の収納に
も出し入れが簡単。 Rice can be stored by about
10kg.The movement is easy because the roller has
adhered even if it stores it under the sink. ●JAN：
4993593011026

ギフト・ハンド
メイド

86415295

色紙（３種セット）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 127.3ｇ色： なし1個材質： 紙 paper内容数：
1袋3枚 ●サインや寄せ書きにfancy Paperboard ●
JAN：4516267002795

ギフト・ハンド
メイド

86415298

ペコちゃんアルミ包装紙ピンク
レース約１００ｃｍ×７０ｃｍ

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 60ｇ色： ピンク40個材質： 紙 paper内容
数： 1枚入 ●ペコちゃんの包装紙です It is a
wrapping paper of Peko ●JAN：4549131158298

¥7,560

●重量： 8ｇ色： レッド10個材質： ポリプロピレンフィ
ルム シール POLYPROPYLENE PAPER内容数： 1個
入 ●かんたん！！２本の細いテープをしばるだけの
豪華なリボンでプレゼントをセンスアップ！！ 裏の
シールで貼ることもできます。 Very easy. Simply put
two tapes together. Add a sophisticated touch to your
gifts. Also it can be fixed with a sticker on the back.
●JAN：4549131162547

ギフト・ハンド
メイド

86415299

超 ＢＩＧ 立体エレガントリボ
ン レッド

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×70
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カテゴリ

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415300

86415301

商品画像

商品名

超 ＢＩＧ 立体エレガントリボ
ン ピンク

超 ＢＩＧ 立体エレガントリボ
ン ワインレッド

単価×入数

●単価108円（税込）×80

●単価108円（税込）×72

販売価格
（税込）

商品仕様

¥8,640

●重量： 8ｇ色： ピンク8個材質： ポリプロピレンフィ
ルム シール POLYPROPYLENE PAPER内容数： 1個
入 ●かんたん！！２本の細いテープをしばるだけの
豪華なリボンでプレゼントをセンスアップ！！ 裏の
シールで貼ることもできます。 Very easy. Simply put
two tapes together. Add a sophisticated touch to your
gifts. Also it can be fixed with a sticker on the back.
●JAN：4549131162554

¥7,776

●重量： 8ｇ色： ワインレッド6個材質： ポリプロピレン
フィルム シール POLYPROPYLENE PAPER内容数：
1個入 ●かんたん！！２本の細いテープをしばるだけ
の豪華なリボンでプレゼントをセンスアップ！！ 裏の
シールで貼ることもできます。 Very easy. Simply put
two tapes together. Add a sophisticated touch to your
gifts. Also it can be fixed with a sticker on the back.
●JAN：4549131162561

ギフト・ハンド
メイド

86415302

立体エレガントリボン レッド
＆ピンク ３個入り

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 2.4ｇ色： レッド＆ピンク8個材質： ポリプロピ
レン 発泡ポリエチレン Polypropylene
PolyethyleneFoam内容数： 3個入 ●可愛くオシャレな
プレゼントのワンポイントに。 裏のシールをはがしてお
貼りください。 For adding a cute and sophisticated
accent to your gift. Remove the protective backing
and apply. ●JAN：4549131162578

ギフト・ハンド
メイド

86415303

クラフトシンプル手さげ袋（大）
３枚入

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 59.3ｇ色： イエロー YELLOW12個材質： 紙
Paper内容数： 3枚入 ●荷物の移動や保管 Goods
keeping and moving ●JAN：4549131225136

ギフト・ハンド
メイド

86415304

クラフトシンプル手さげ袋（中）
４枚入

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 41.7ｇ色： イエロー YELLOW12個材質： 紙
Paper内容数： 4枚入 ●荷物の移動や保管 Goods
keeping and moving ●JAN：4549131225143

ギフト・ハンド
メイド

86415305

クラフトシンプル手さげ袋（小）
５枚入

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 33ｇ色： イエロー YELLOW12個材質： 紙
Paper内容数： 5枚入 ●荷物の移動や保管 Goods
keeping and moving ●JAN：4549131225150

ギフト・ハンド
メイド

86415306

白無地シンプル手さげ袋（大）
３枚入

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 66ｇ色： ホワイト WHITE12個材質： 紙
Paper内容数： 3枚入 ●荷物の移動や保管 Goods
keeping and moving ●JAN：4549131225167

ギフト・ハンド
メイド

86415307

白無地シンプル手さげ袋（中）
４枚入

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 43.5ｇ色： ホワイト WHITE12個材質： 紙
Paper内容数： 4枚入 ●荷物の移動や保管 Goods
keeping and moving ●JAN：4549131225174

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品画像

商品名

単価×入数

ギフト・ハンド
メイド

86415308

手芸わた １３０ｇ

●単価108円（税込）×90

ギフト・ハンド
メイド

86415309

ループエンド 白

●単価108円（税込）×100

販売価格
（税込）

商品仕様

¥9,720

●重量： 130ｇ色： なし15個材質： ポリエステル１０
０％ 100percent Polyester内容数： 1個入 ●ぬいぐ
るみ、クッションなどに！ 袋を開けるとふんわりふくら
みます！ 旧JAN 4984343866218 For a stuffed toy
or a cushion. It will swell. Old JAN 4984343866218 ●
JAN：4549131226904

¥10,800

●重量： 9ｇ色： 白5個材質： ナイロン１００％
100pct Nylon内容数： 6個1個 ●ヒモ先のアクセント
に。 約１５ｍｍ×２ヶ・約１３ｍｍ×４ヶ、計６ヶ入り A
nice string-end. approx.0.59in×2pcs. approx.0.51in×
4pcs. ●JAN：4549131297218

ギフト・ハンド
メイド

86415310

ループエンド 赤

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 9ｇ色： 赤5個材質： ナイロン１００％
100pct Nylon内容数： 6個1個 ●ヒモ先のアクセント
に。 約１５ｍｍ×２ヶ・約１３ｍｍ×４ヶ、計６ヶ入り A
nice string-end. approx.0.59in×2pcs. approx.0.51in×
4pcs. ●JAN：4549131297225

ギフト・ハンド
メイド

86415311

ループエンド サックス

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 9ｇ色： サックス5個材質： ナイロン１００％
100pct Nylon内容数： 6個1個 ●ヒモ先のアクセント
に。 約１５ｍｍ×２ヶ・約１３ｍｍ×４ヶ、計６ヶ入り A
nice string-end. approx.0.59in×2pcs. approx.0.51in×
4pcs. ●JAN：4549131297232

ギフト・ハンド
メイド

86415312

ループエンド 紺

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 9ｇ色： 紺5個材質： ナイロン１００％
100pct Nylon内容数： 6個1個 ●ヒモ先のアクセント
に。 約１５ｍｍ×２ヶ・約１３ｍｍ×４ヶ、計６ヶ入り A
nice string-end. approx.0.59in×2pcs. approx.0.51in×
4pcs. ●JAN：4549131297249

ギフト・ハンド
メイド

86415313

ループエンド 黒

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 9ｇ色： 黒5個材質： ナイロン１００％
100pct Nylon内容数： 6個1個 ●ヒモ先のアクセント
に。 約１５ｍｍ×２ヶ・約１３ｍｍ×４ヶ、計６ヶ入り A
nice string-end. approx.0.59in×2pcs. approx.0.51in×
4pcs. ●JAN：4549131297256

¥10,800

●重量： 9ｇ色： 茶5個材質： ナイロン１００％
100pct Nylon内容数： 6個1個 ●ヒモ先のアクセント
に。 約１５ｍｍ×２ヶ・約１３ｍｍ×４ヶ、計６ヶ入り A
nice string-end. approx.0.59in×2pcs. approx.0.51in×
4pcs. ●JAN：4549131297263

¥10,368

●重量： 4.3ｇ色： 乳白色20個材質： 合成樹脂100％
synthetic resin内容数： 20本入 ●使える材質いろい
ろ 金属、木、紙、布、石、プラスチック、タイルなどにご
使用いただけます。凸凹しているほど付き易くなりま
す。 Can be applied to many materials.Such as metal
wood paper cloth stone plastic etc.Use the glue stick
on uneven surface will have more adhesion force. ●
JAN：4549131300857

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

86415314

86415315

ループエンド 茶

グルースティック ２０本入 乳
白色

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×100

●単価108円（税込）×96
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415316

商品画像

商品名

グルースティック ２０本入 白
色

86415317

グルースティック ２０本入 茶
色

86415318

グルースティック ２０本入 黒
色

86415319

ＯＰＰテープレース柄（４０ｍｍ
ｘ２５Ｍ）

86415320

86415321

86415322

86415323

紙ＢＯＸ（正方形、クラフト、無
地）

紙ＢＯＸ（正方形、フレンチ①）

紙ＢＯＸ（楕円、フェミニンボー
ダー）

紙ＢＯＸ（長方形、ロンドン）

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

単価×入数

●単価108円（税込）×96

●単価108円（税込）×96

●単価108円（税込）×96

●単価108円（税込）×96

●単価108円（税込）×64

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×60

販売価格
（税込）

商品仕様

¥10,368

●重量： 4.3ｇ色： 白色24個材質： 合成樹脂100％
synthetic resin内容数： 20本入 ●使える材質いろい
ろ 金属、木、紙、布、石、プラスチック、タイルなどにご
使用いただけます。凸凹しているほど付き易くなりま
す。 Can be applied to many materials.Such as metal
wood paper cloth stone plastic etc.Use the glue stick
on uneven surface will have more adhesion force. ●
JAN：4549131300864

¥10,368

●重量： 4.3ｇ色： 茶色12個材質： 合成樹脂100％
synthetic resin内容数： 20本入 ●使える材質いろい
ろ 金属、木、紙、布、石、プラスチック、タイルなどにご
使用いただけます。凸凹しているほど付き易くなりま
す。 Can be applied to many materials.Such as metal
wood paper cloth stone plastic etc.Use the glue stick
on uneven surface will have more adhesion force. ●
JAN：4549131300871

¥10,368

●重量： 4.3ｇ色： 黒色20個材質： 合成樹脂100％
synthetic resin内容数： 20本入 ●7.5㎜のグルース
ティックが使用出来るグルーガンでご使用ください。
Please use glue gun which adopts 7.5mm hot melt glue
sticks ●JAN：4549131300888

¥10,368

●重量： 78ｇ色： BLACK4個、WHITE4個材質： OPP
OPPアソート商品（JAN）： 黒４ＰＣＳ 白４ＰＣＳ
BLACK 4PCS WHITE 4PCS内容数： 1個入 ●インテ
リアに リフォームに 小物などの装飾に Use for
interioring remodeling and decorating ●JAN：
4549131325409

¥6,912

●重量： 152ｇ材質： 紙 Paper内容数： 1個入 ●紙
ＢＯＸ（正方形、クラフト、無地） 18.8×18.8×13.5cm
221g、16.5×16.5×12.5cm 177g、13.7×13.7×10.5cm
123g、11.2×11.2×9.5cm 87g PAPER BOX SQUARECRAFT PLAIN 18.8x18.8x13.5cm 221g
16.5x16.5x12.5cm 177g 13.7x13.7x10.5cm 123g
11.2x11.2x9.5cm 87g ●JAN：4549131341546

¥6,480

●重量： 201ｇ材質： 紙 Paper内容数： 1個入 ●紙
ＢＯＸ（正方形、フレンチ①）20.5×20.5×16.5cm 310g、
18×18×15.5cm 255g、15.5×15.5×14.5cm 195g、13
×13×13.5cm150g、10.5×10.5×10.5cm95g PAPER
BOX SQUARE-FRENCH 20.5x20.5x16.5cm 310g
18x18x15.5cm 255g 15.5x15.5x14.5cm 195g
13x13x13.5cm 150g 10.5x10.5x10.5cm 95g ●JAN：
4549131341553

¥6,480

●重量： 162ｇ材質： 紙 Paper内容数： 1個入 ●紙
ＢＯＸ（楕円、フェミニンボーダー）26×20.5×12.1cm
245g、24×18.5×10.9cm 190g、22×16.5×9.7cm
160g、20×14.5×8.5cm 125g、18×12.5×7.3cm 90g
PAPER BOX OVAL CHIC STRIPES 26x20.5x12.1cm
245g 24x18.5x10.9cm 190g 22x16.5x9.7cm 160g
20x14.5x8.5cm 125g 18x12.5x7.3cm 90g ●JAN：
4549131343779

¥6,480

●重量： 185ｇ材質： 紙 Paper内容数： 1個入 ●紙
ＢＯＸ（長方形、ロンドン）26×18×12cm 255g、23×16
×11cm 220g、20.5×14.5×10cm 185g、18×12.5×
9cm 150g、15.5×10.5×8cm 115g PAPER BOX
RECTANGULAR LONDON 26x18x12cm 255g
23x16x11cm 220g 20.5x14.5x10cm 185g
18x12.5x9cm150g 15.5x10.5x8cm 115g ●JAN：
4549131343793
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カテゴリ

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415324

86415325

86415326

86415327

86415328

商品画像

商品名

紙ＢＯＸ（正方形、フレンチ③）

紙ＢＯＸ（ハート）

紙ＢＯＸ（八角形、フレンチ④）

紙ＢＯＸ正方形５サイズアソー
ト（クラフトスタンプ）

紙ＢＯＸ正方形３サイズアソー
ト（ボタニカル）

単価×入数

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×90

●単価108円（税込）×72

販売価格
（税込）

商品仕様

¥6,480

●重量： 201ｇ材質： 紙 Paper内容数： 1個入 ●紙
ＢＯＸ（正方形、フレンチ③）20.5×20.5×16.5cm 310g、
18×18×15.5cm 255g、15.5×15.5×14.5cm 195g、13
×13×13.5cm 150g、10.5×10.5×10.5cm 95g PAPER
BOX SQUARE FRENCH 3 20.5x20.5x16.5cm 310g
18x18x15.5cm 255g 15.5x15.5x14.5cm 195g
13x13x13.5cm 150g 10.5x10.5x10.5cm 95g ●JAN：
4549131343809

¥6,480

●重量： 105ｇ材質： 紙 Paper内容数： 1個入 ●紙
ＢＯＸ（ハート） 24×19×10cm150g、22×18×
8.2cm125g、19.2×16.5×7cm105g、17×15×6cm85g、
15×13×4.5cm60g PAPER BOX HEART
24x19x10cm150g 22x18x8.2cm125g
19.2x16.5x7cm105g 17x15x6cm85g15x13x4.5cm60g ●
JAN：4549131343816

¥6,480

●重量： 115ｇ材質： 紙 Paper内容数： 1個入 ●紙
ＢＯＸ（八角形、フレンチ④）21.5×21.5×9.5cm 185g、
19×19×8.5cm 145g、16.5×16.5×7.5cm 110g、14×
14×6.5cm 80g、11.5×11.5×5.5cm 55g PAPER BOX
FRENCH 4 21.5x21.5x9.5cm185g19x19x8.5cm
145g16.5x16.5x7.5cm 110g14x14x6.5cm
80g11.5x11.5x5.5cm 55g ●JAN：4549131343823

¥9,720

●重量： 136ｇ材質： クラフト紙 Craft paper内容数：
1個入 ●紙ＢＯＸ正方形５サイズアソート（クラフトスタ
ンプ）18×18×13CM 217.5ｇ16×16×11.5CM 169ｇ14
×14×10CM 130.5ｇ12×12×8.5CM 96ｇ10×10×
7CM67ｇ paper box square shape assort of 5 size
craft stamp18x18x13cm 217.5g 16x16x11.5cm 169g
14x14x10cm 130.5g 12x12x8.5cm 96g 10x10x7cm 67g
●JAN：4549131366228

¥7,776

●重量： 114.8ｇ材質： アート紙 Art paper内容数： 1
個入 ●紙ＢＯＸ正方形３サイズアソート（ボタニカル）
16.5x16.5x8.5cm 147g 14.5x14.5x7.5cm 113g
12.5x12.5x6.5cm 84.5g paper box square shape assort
of 3 size botanical16.5x16.5x8.5cm 147g
14.5x14.5x7.5cm 113g 12.5x12.5x6.5cm 84.5g ●JAN：
4549131366242

ギフト・ハンド
メイド

86415329

紙ＢＯＸ長方形５サイズアソー
ト（パリ①）

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●重量： 141ｇ材質： プリント紙 printing paper内容
数： 1個入 ●紙ＢＯＸ長方形５サイズアソート（パリ
①）12.5x9.5x4cmA 15x11x5cmB 17.5x12.5x6.5cmC
20x14x8cmD 22.5x16x9.5cmE A70g B95g C135g D175g
E230g paper box rectangle shape12.5x9.5x4cmA
15x11x5cmB 17.5x12.5x6.5cmC 20x14x8cmD
22.5x16x9.5cmE A70g B95g C135g D175g E230g ●
JAN：4549131366273

ギフト・ハンド
メイド

86415330

グラシン包装紙 ３枚入 エッ
フェル

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 9ｇ色： ネイビー6個、セピア6個材質： 紙
Paper内容数： 3枚入 ●ギフト用包装紙です。 紙サ
イズ 縦43.5㎝×横63㎝ Wrapping paper for gifts.
Paper Size 17.1Inch 24.8Inch ●JAN：4549131378962

ギフト・ハンド
メイド

86415332

ショッピングトートバッグ（ジャ
ンボ）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 122ｇ材質： PP PP内容数： 1個入 ●
ショッピングトートバッグ（ジャンボ） ●JAN：
4549131401004

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

ギフト・ハンド
メイド

86415333

紙袋 Ｌサイズ ラメグラミック

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 130ｇ材質： paper内容数： 1個入 ●紙袋
Ｌサイズ ラメグラミック paper bag L ●JAN：
4549131423402

ギフト・ハンド
メイド

86415334

紙袋 ＬＬ ワイド グラデー
ション

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 188ｇ材質： paper内容数： 1個入 ●紙袋
ＬＬサイズ グラデーション paper bag LL ●JAN：
4549131423419

ギフト・ハンド
メイド

86415335

クラフトバッグＬ

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 136ｇ材質： クラフト紙 kraft paper内容数：
1個入 ●クラフトバッグＬ Kraft bag L ●JAN：
4549131423426

ギフト・ハンド
メイド

86415336

デニムはぎれ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 120ｇ材質： 100pct 綿 100pct Cotton内容
数： 1個入 ●小物入れ袋用 Accessory case bag
use ●JAN：4549131437683

ギフト・ハンド
メイド

86415337

リース（直径１８ｃｍ、ブラウン）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 30ｇ材質： 柳１００％ Willow100pct内容数：
1個入 ●インテリアー用 For interior ●JAN：
4549131478174

ギフト・ハンド
メイド

86415338

リース（直径１８ｃｍ、ナチュラ
ル）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 30ｇ材質： 柳１００％ Willow100pct内容数：
1個入 ●インテリアー用 For interior ●JAN：
4549131478181

ギフト・ハンド
メイド

86415339

リース（直径２１ｃｍ、ブラウン）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 50ｇ材質： 柳１００％ Willow100pct内容数：
1個入 ●インテリアー用 For interior ●JAN：
4549131478198

ギフト・ハンド
メイド

86415340

リース（直径２１ｃｍ、ナチュラ
ル）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 50ｇ材質： 柳１００％ Willow100pct内容数：
1個入 ●インテリアー用 For interior ●JAN：
4549131478204

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

商品仕様
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

ギフト・ハンド
メイド

86415341

紙袋ヨコ型（２９×２１×９ｃｍ）
Ｍ

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 54ｇ色： クラフト10個材質： 紙 PAPER色々
価格（JAN）： 4549892089435 クラフトアソート商品
（JAN）： 4549892089435 クラフト内容数： 1個入 ●
中国産 手さげ袋 MADE IN CHINA SHOPPING BAG
●JAN：4549892089435

86415342

紙袋タテ型（２１×２９×９ｃｍ）
Ｍ

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 53ｇ色： クラフト10個材質： 紙 PAPER色々
価格（JAN）： 4549892089442 クラフトアソート商品
（JAN）： 4549892089442 クラフト内容数： 1個入 ●
中国産 手さげ袋 MADE IN CHINA SHOPPING BAG
●JAN：4549892089442

ギフト・ハンド
メイド

86415343

紙袋ヨコ型Ｌ（３７×２５×１１Ｃ
Ｍ）ヨーロピアンマップ

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 76ｇ色： クラフト10個材質： 紙 PAPER色々
価格（JAN）： 4549892090219 クラフトアソート商品
（JAN）： 4549892090219 クラフト内容数： 1個入 ●
中国産 手さげ袋 MADE IN CHINA SHOPPING BAG
●JAN：4549892090219

ギフト・ハンド
メイド

86415344

紙袋タテ型Ｌ（２５×３７×１１Ｃ
Ｍ）ヨーロピアンマップ

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 75ｇ色： クラフト10個材質： 紙 PAPER色々
価格（JAN）： 4549892090226 クラフトアソート商品
（JAN）： 4549892090226 クラフト内容数： 1個入 ●
中国産 手さげ袋 MADE IN CHINA SHOPPING BAG
●JAN：4549892090226

¥10,800

●重量： 110ｇ色： 未晒クラフト（茶）10個材質： 未晒
クラフト（茶） 内装材：PPフィルム貼り Material:paper
inner coatingmaterial/PP内容数： 1枚入 ●紙袋の内
側にＰＰフィルムを貼り水にも強く丈夫です。 This
inner side of this paper bag has stuck PP laminastion
sheet. ●JAN：4905722902679

¥10,800

●重量： 88ｇ色： 未晒クラフト（茶）1個材質： 未晒ク
ラフト（茶） 内装材：PPフィルム貼り Material:paper inner
coatingmaterial/PP内容数： 1枚入 ●紙袋の内側にＰ
Ｐフィルムを貼り水にも強く丈夫です。 This inner side
of this paper bag has stuck PP laminastion sheet. ●
JAN：4905722902686

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

86415345

86415346

商品画像

クラフト紙袋（大）タテ型

クラフト紙袋（中）タテ型

●単価108円（税込）×100

●単価108円（税込）×100

ギフト・ハンド
メイド

86415347

クラフト紙袋（中）ヨコ型

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 85ｇ色： 未晒クラフト 茶10個材質： 未晒ク
ラフト（茶） 内装材：PPフィルム貼り Material:paper inner
coatingmaterial/PP内容数： 1枚入 ●紙袋の内側にＰ
Ｐフィルムを貼り水にも強く丈夫です。 This inner side
of this paper bag has stuck PP laminastion sheet. ●
JAN：4905722902693

ギフト・ハンド
メイド

86415349

ビニールカバー付紙袋（大）イ
ンディゴストライプ

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 151ｇ色： 濃紺10個材質： 本体：紙 外装
材：PP 持ち手：PP paper polypropylene内容数： 1個
入 ●巾38高さ51マチ12cm A3ファイルが楽々収納で
きます This paper bag can receive an A3 file easily
●JAN：4905722903119

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

ギフト・ハンド
メイド

86415352

ビニールカバー付紙袋（大）モ
ノトーンチェック

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 151ｇ色： モノトーンチェック10個材質： 本
体：紙 外装材：PP 持ち手：PP paper polypropylene
内容数： 1個入 ●巾38高さ51マチ12cm A3ファイル
が楽々収納できます This paper bag can receive an
A3 file easily ●JAN：4905722903140

ギフト・ハンド
メイド

86415353

ラッピングペーパーストライプ
（７０×１５０ｃｍ）

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 87.5ｇ色： ライトブルー5個、ベージュ5個材
質： 紙 PAPER内容数： 1本入 ●中国産 包装紙
MADE IN CHINA WRAPPING PAPER ●JAN：
4947678040425

ギフト・ハンド
メイド

#N/A

クリアービニル包装紙（約１ｍ
×７０ｃｍ・２本入）ピンク

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 20ｇ色： ピンク6個材質： ポリプロピレン
PP内容数： 2個入 ●韓国産包装紙 Made in Korea
Wrapping paper ●JAN：4947678652574

ギフト・ハンド
メイド

86415355

ドットアルミ包装紙（約１ｍ×７
０ｃｍ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 56ｇ色： ゴールド4個、シルバー4個、レッド
4個材質： ポリプロピレン アルミニウム PP
ALUMINUM内容数： 1本入 ●包装紙 Wrapping
paper ●JAN：4947678809442

¥6,480

●重量： 2.58ｇ色： 白 White材質： 綿１００％ （接着
ナイロン系樹脂） COTTON100PCT ADHESIVE Nylon
resin 内容数： １個 ●アイロンで修復出来ます。かぎ
ざきなどの補修・補強に。It is possible to restore it
with the iron. To the repair and the reinforcement of
the tear etc. ●JAN：4984343216679

¥6,480

●重量： 2.58ｇ色： 黒 Black材質： 綿１００％ （接着
ナイロン系樹脂） COTTON100PCT ADHESIVE Nylon
resin 内容数： １個 ●アイロンで修復出来ます。かぎ
ざきなどの補修・補強に。It is possible to restore it
with the iron. To the repair and the reinforcement of
the tear etc. ●JAN：4984343216693

¥6,480

●重量： 2.58ｇ色： ベージュ Beige材質： 綿１００％
（接着 ナイロン系樹脂） COTTON100PCT ADHESIVE
Nylon resin 内容数： １個 ●アイロンで修復出来ま
す。かぎざきなどの補修・補強に。It is possible to
restore it with the iron. To the repair and the
reinforcement of the tear etc. ●JAN：4984343216730

¥6,480

●重量： 2.58ｇ色： 紺 Navy材質： 綿１００％ （接着
ナイロン系樹脂） COTTON100PCT ADHESIVE Nylon
resin 内容数： １個 ●アイロンで修復出来ます。かぎ
ざきなどの補修・補強に。It is possible to restore it
with the iron. To the repair and the reinforcement of
the tear etc. ●JAN：4984343216747

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

ギフト・ハンド
メイド

商品画像

86415356

綿補修クロス７×３０ｃｍ １枚
白

86415357

綿補修クロス７×３０ｃｍ １枚
黒

86415358

綿補修クロス７×３０ｃｍ １枚
ベージュ

86415359

綿補修クロス７×３０ｃｍ １枚
紺

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×60

商品仕様

42 / 198 ページ

DAISO 商品リスト

カテゴリ

ギフト・ハンド
メイド

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415360

商品画像

商品名

ナイロン補修シート７×３０ｃｍ
１枚 白

単価×入数

●単価108円（税込）×60

販売価格
（税込）

商品仕様

¥6,480

●重量： 5.47ｇ色： 白 White材質： ナイロン１００％
（接着 アクリル系樹脂） Nylon100PCT ADHESIVE
acrilic resine 内容数： １個 ●アイロンで修復出来ま
す。かぎざきなどの補修・補強に。It is possible to
restore it with the iron. To the repair and the
reinforcement of the tear etc. ●JAN：4984343216754

ギフト・ハンド
メイド

86415361

ナイロン補修シート７×３０ｃｍ
１枚 黒

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 5.47ｇ色： 黒 Black材質： ナイロン１００％
（接着 アクリル系樹脂） Nylon100PCT ADHESIVE
acrilic resine 内容数： １個 ●アイロンで修復出来ま
す。かぎざきなどの補修・補強に。It is possible to
restore it with the iron. To the repair and the
reinforcement of the tear etc. ●JAN：4984343216761

ギフト・ハンド
メイド

86415362

ぬいぐるみ用 目玉釦 １１．５
ミリ 黒 １０ケ入 Ｆ－２

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 0.4g色： 黒 Black材質： ABS樹脂 ABS内容
数： 10個 ●ぬいぐるみ用目玉釦（縫付用）。Ｅye
button for stuffed animal (for sewing) ●JAN：
4984343263307

ギフト・ハンド
メイド

86415363

ぬいぐるみ用 目玉釦 ８ミリ
黒 １２ケ入 Ｈ－２

●単価108円（税込）×75

¥8,100

●重量： 0.1g色： 黒 Black材質： ABS樹脂 ABS内容
数： 12個 ●ぬいぐるみ用目玉釦（縫付用）。Ｅye
button for stuffed animal (for sewing) ●JAN：
4984343263321

ギフト・ハンド
メイド

86415364

手芸用ボンド ８０ｇ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 92ｇ色： 白（White）1個材質： 酢酸ビニル樹
脂、水 Polyvinyl acetate resin water内容数： 1個入
●木 布 紙用 For wood fabric and paper ●JAN：
4984355193180

ギフト・ハンド
メイド

86415365

グルーガン

●単価216円（税込）×80

¥17,280

●重量： 100ｇ色： 黒20個材質： 本体：ポリプロピレ
ン、ノズル：アルミ シリコン、ヒーター：PTCセラミックス
polypropylene aluminum silicon PTCceramic内容数： 1
個入 ●直径7.5mmのグルースティックが必要です。別
途お買い求めの上、ご使用ください。 This product
does not include glue stick.Please use glue stick of
diamater 7.5mm. ●JAN：4549131300895

ギフト・ハンド
メイド

86415366

ブックボックス アンティーク風
（大）

●単価216円（税込）×64

¥13,824

●重量： 165ｇ色： 大サイズ8個、小サイズ8個材質：
紙 paper内容数： 1個入 ●ブックボックス アンティー
ク風（大） Book Box -Antique Design - Large- ●
JAN：4549131345254

ギフト・ハンド
メイド

86415367

ハトメパンチ７ｍｍ

●単価216円（税込）×72

¥15,552

●重量： 151ｇ色： 青 blue12個材質： スチール
Steel内容数： 1個入 ●綴じ穴作りに使用します To
make eyelet ●JAN：4549131382402

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

プラスチック用
品

86415368

積み重ねコンテナ（中） オフ
ホワイト

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 112ｇ色： ホワイト10個材質： ポリプロピレン
PP内容数： 1個入 ●収納ケース Storage Case ●
JAN：4549131197112

プラスチック用
品

86415369

積み重ねコンテナ（小） オフ
ホワイト

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●重量： 89ｇ色： ホワイト10個材質： ポリプロピレン
PP内容数： 1個入 ●収納ケース Storage Case ●
JAN：4549131197129

プラスチック用
品

86415370

花柄バスケットロング（リング
付）ラベンダー色

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 105ｇ色： ラベンダー12個材質： ポリプロピ
レン polypropylene内容数： 1個入 ●花柄バスケット
basket ●JAN：4549131267679

プラスチック用
品

86415371

セクションケース両開きタイプ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 88ｇ色： 透明12個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●セクションケース両開
きタイプ Multi-Compartment Case -Double Sided- ●
JAN：4549131446661

プラスチック用
品

86415372

プリントダストＢＯＸ（スモー
キーカラー、２０ｃｍ）

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●容量： 4ｌ重量： 105ｇ色： ブルー7個、グリーン5個
材質： ポリプロピレン Polypropylene内容数： 1個入
●プリントダストＢＯＸ（スモーキーカラー、２０ｃｍ）
Printed Trash Can -Smoky Color - 20cm -7.9inch- ●
JAN：4549131477580

プラスチック用
品

86415373

プリントダストＢＯＸ（北欧柄、
２０ｃｍ）

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●容量： 4ｌ重量： 105ｇ色： 魚4個、ツリー8個材質：
ポリプロピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●プリ
ントダストＢＯＸ（北欧柄、２０ｃｍ） Printed Trash Can Scandinavian Pattern - 20cm -7.9inch- ●JAN：
4549131477597

プラスチック用
品

86415374

プリントダストＢＯＸ（ブリティ
シュガーデン、２０ｃｍ）

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●容量： 4ｌ重量： 105ｇ色： スタンプ5個、フラウワー7
個材質： ポリプロピレン Polypropylene内容数： 1個
入 ●プリントダストＢＯＸ（ブリティシュガーデン、２０ｃ
ｍ） Printed Trash Can -British Garden - 20cm 7.9inch- ●JAN：4549131477603

プラスチック用
品

86415375

フタ付ミニゴミ箱（パステルカ
ラー）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 65ｇ色： ピンク4個、イエロー4個、ブルー4個
材質： ポリプロピレン POLYPROPYLENE内容数： 1
個入 ●フタ付ミニゴミ箱（パステルカラー） WASTE
BASKET ●JAN：4947678033465

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

プラスチック用
品

#N/A

自由自在 積み重ねボックス
小 仕切り付 １５×１１×８．
６

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●重量： 129ｇ色： ナチュラル10個材質： ポリプロピ
レン Polypropylene内容数： 1個入 ●日本製 Made
in Japan ●JAN：4984355158400

プラスチック用
品

#N/A

自由自在 積み重ねボックス
小 深型 １５×１１×８．６

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●重量： 88ｇ色： ナチュラル10個材質： ポリプロピレ
ン Polypropylene内容数： 1個入 ●日本製 Made in
Japan ●JAN：4984355158417

プラスチック用
品

#N/A

自由自在 積み重ねボックス
大・浅型 １５×２２×４．５

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 104ｇ色： ナチュラル10個材質： ポリプロピ
レン Polypropylene内容数： 1個入 ●日本製 Made
in Japan ●JAN：4984355160298

プラスチック用
品

86415379

スクエア収納ボックス用フタ
（ホワイト）３８ｘ２６ｘ１．５ｃｍ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 178ｇ色： ホワイト10個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●日本製 Made in
Japan ●JAN：4984355161684

プラスチック用
品

86415380

フレンチガーリー メールスタ
ンド ホワイト

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 113ｇ色： ホワイト12個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●日本製 Made in
Japan ●JAN：4984355164876

プラスチック用
品

86415381

ローズバスケット 仕切り付
ホワイト

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 97ｇ色： ホワイト10個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●日本製 Made in
Japan ●JAN：4984355194873

プラスチック用
品

86415382

ローズバスケット 仕切り付
ピンク

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 97ｇ色： ピンク10個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●日本製 Made in
Japan ●JAN：4984355194880

プラスチック用
品

86415383

角型スイングゴミ箱５Ｌ

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●容量： 5ｌ重量： 185ｇ色： 蓋茶色24個、 蓋白24個
材質： ポリプロピレン １００％ polypropylene 100 pct
色々価格（JAN）： ０アソート商品（JAN）： ０内容数：
1個入 ●角型スイングゴミ箱5Ｌ Dustbin-5L ●JAN：
4549131294903

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

プラスチック用
品

86415384

カラフルハンドル付バスケット
Ｋ３１５

●単価162円（税込）×40

¥6,480

●重量： 180ｇ色： ピンク10個、ブルー8個、イェロー10
個、グリーン12個材質： ポリプロピレン PP内容数： 1
個入 ●バスケット Basket ●JAN：4549131295504

プラスチック用
品

86415385

ふた付きゴミ箱Ｋ２９４

●単価162円（税込）×36

¥5,832

●重量： 170ｇ色： ピンク12個、白12個、緑12個材質：
ポリプロピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●ゴミ
箱 Dustbin ●JAN：4549131295672

プラスチック用
品

86415386

四段引き出しケース

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 138ｇ色： 白6個、ブラウン6個材質： ポリプ
ロピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●引き出し
ケース Plastic Case ●JAN：4549131295733

プラスチック用
品

86415387

二段引き出しケース

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 156ｇ色： 黄yellow4個、緑green4個、ピンク
pink4個材質： ポリプロピレン POLYPROPYLENE内容
数： 1個入 ●かさばる小物の収納に For storaging
various of small things ●JAN：4549131295825

プラスチック用
品

86415388

カラフルスイングゴミ箱

●単価162円（税込）×40

¥6,480

●重量： 134ｇ色： ピンクpink6個、青blue4個、グリー
ンgreen5個、黄yellow5個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●カラフルシングゴミ箱
Dustbin ●JAN：4549131295832

プラスチック用
品

86415389

カラフルゴミ箱約５．７Ｌ

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●容量： 5.7ｌ重量： 174ｇ色： 緑16個、ピンク12個、黄
色20個材質： ポリプロピレン Polypropylene内容数：
1個入 ●カラフルゴミ箱約５．７Ｌ Colorful Trash Can
-Approx. 5.7L - 1.5gal- ●JAN：4549131342147

プラスチック用
品

86415390

ランドリーバスケットソフトタイ
プＫ６２３

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●容量： 7ｌ重量： 200ｇ色： ピンクpink6個、アイボ
リーivory12個、緑green6個材質： ポリエチレン
Polyethylene内容数： 1個入 ●ソフトバスケット Soft
basket ●JAN：4549131295726

¥10,368

●重量： 200ｇ色： ピンク12個、グリーン16個、ホワイ
ト20個材質： ポリエチレン polyethylene内容数： 1個
入 ●バスケット 多少の色ムラや斑点がある場合がご
ざいます。柔軟性がありますので本体に波打ちがある
場合がございます。いずれの場合もご使用に際しては
問題ございません。 Basket The product maybe
have a little color difference or silght scratch The
product may fluctuate because the basket is soft But
it will not affect its usage ●JAN：4549131295740

プラスチック用
品

86415391

商品画像

ランドリーバスケットソフトタイ
プＫ９２９

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価216円（税込）×48
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

プラスチック用
品

86415392

ＳＨＯＳＡＩ整理ＢＯＸ２３．８ｘ１
７ｘ５．２

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 327ｇ色： クリアーブラウン6個、クリアーブ
ラック6個材質： 本体・フタ PP BODY COVER PP内
容数： 1個入 ●収納ケース storage case ●JAN：
4549131340853

プラスチック用
品

86415393

ＳＨＯＳＡＩ 名刺整理ケース仕
切付

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 219.4ｇ色： 透明12個材質： ポリスチレン
PS内容数： 1個入 ●収納ケース 仕切５枚付
storage case with 5 partition ●JAN：4549131340877

プラスチック用
品

86415394

フタ付ＢＯＸ（編みカゴ調）カ
ラーアソート

●単価216円（税込）×36

¥7,776

●重量： 270ｇ色： 白15個、ブルー10個、赤6個、イエ
ロー5個材質： ポリプロピレン Polypropylene内容数：
1個入 ●フタ付BOX（編みカゴ調）カラーアソート Box
with Lid -Woven Basket Design- ●JAN：
4549131342178

プラスチック用
品

86415395

長方形ＢＯＸロング

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 240ｇ色： 透明8個材質： ポリスチレン PS
内容数： 1個入 ●収納ケース storage case ●JAN：
4549131350777

プラスチック用
品

86415396

組み立て式２段ラック

●単価216円（税込）×36

¥7,776

●重量： 205ｇ色： 全体白22個、本体白 足黒14個材
質： ポリプロピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●
組み立て式2段ラック 2 Section pack ●JAN：
4549131355123

プラスチック用
品

86415397

アルティメット コンテナ Ｍサ
イズ カーキ

●単価216円（税込）×72

¥15,552

●重量： 211ｇ色： カーキ12個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●中国製 Made in
China ●JAN：4984355162162

プラスチック用
品

86415398

アルティメット コンテナ Ｍサ
イズ ネイビー

●単価216円（税込）×72

¥15,552

●重量： 211ｇ色： ネイビー12個材質： ポリプロピレ
ン Polypropylene内容数： 1個入 ●中国製 Made in
China ●JAN：4984355162179

プラスチック用
品

86415399

ストックＢＯＸ（大）幅２７．５ｘ奥
行２０．６ｘ高さ１７．４

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 419ｇ色： 透明24個材質： ポリプロピレン
PP内容数： 1個入 ●収納 ケース Storage Case ●
JAN：4549131121650

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

商品仕様
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

プラスチック用
品

86415400

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

３００円 ショッピングバスケッ
ト③

●単価324円（税込）×20

¥6,480

●重量： 451ｇ色： ホワイト20個材質： ポリプロピレン
PP内容数： 1個入 ●収納バスケット Storage Basket
●JAN：4549131271065

プラスチック用
品

86415401

取っ手付バスケット（大）

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 354ｇ色： 白24個材質： 本体。取っ手；ポリ
プロピレン BODY HANDLE POLYPROPYLENE内容
数： 1個入 ●容量の大きいバスケットとして、家庭
内、屋外での収納や整理に、キッチンや浴室の中のボ
トルなどの収納にも最適。 Best choice of Big basket
as use of organizing various stuff in home or outdoor
multyuse at kitchen and bathroom for organizing small
bottles ●JAN：4549131279092

プラスチック用
品

86415402

ハートバスケットソフトタイプ
（中）

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 331ｇ色： ピンク5個、グリーン6個、イェロー5
個、ホワイト8個材質： ポリエチレン PE内容数： 1個
入 ●バスケット Basket ●JAN：4549131295511

プラスチック用
品

86415403

ドットバスケットソフトタイプ１４
Ｌ Ｋ６２３

●単価324円（税込）×30

¥9,720

●容量： 14ｍｌ重量： 320ｇ色： ピンクpink8個、アイボ
リーivory14個、緑green8個材質： ポリエチレン
polyethlene内容数： 1個入 ●ドットバスケット dot
basket ●JAN：4549131295719

プラスチック用
品

86415404

ランドリーバスケット１４Ｌソフト
タイプ

●単価324円（税込）×30

¥9,720

●容量： 14ｌ重量： 352ｇ色： ピンク9個、グリーン9
個、ホワイト12個材質： ポリエチレン Polyethylene内
容数： 1個入 ●ランドリーバスケット laundry basket
●JAN：4549131295788

プラスチック用
品

86415405

ハンドル付きバスケット

●単価324円（税込）×20

¥6,480

●重量： 500ｇ色： 白12個、緑8個材質： ポリプロピレ
ン Polypropylene内容数： 1個入 ●ハンドルバスケッ
ト Basket with Handle ●JAN：4549131304466

プラスチック用
品

86415406

四段引き出しケース

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 300ｇ色： ブラウン10個、白14個材質： ポリ
プロピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●四段引き
出しケース Drawer Case -4-Drawer- ●JAN：
4549131342185

プラスチック用
品

86415407

ストライプダストＢＯＸ２９ｃｍ

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●容量： 10ｌ重量： 340ｇ色： ブラウン8個、グレー10
個、濃いレッド6個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●ストライプダストＢＯＸ
２９ｃｍ Trash Can -Ribbed - 29cm -11.4inch- ●
JAN：4549131446654

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

プラスチック用
品

86415408

コレクションアーチ深型 約２３
Ｘ１３．３Ｘ１３．４ｃｍ

●単価324円（税込）×12

¥3,888

●重量： 276g色： 透明12個材質： スチロール樹脂
Polystyrene内容数： 12入×1B ●積み重ね可能 ●
JAN：4984343354876

プラスチック用
品

86415409

コレクションアーチ深型ひな壇
約２３Ｘ１３．３Ｘ１３．４ｃｍ

●単価324円（税込）×12

¥3,888

●重量： 290g色： 透明12個材質： スチロール樹脂
Polystyrene内容数： 12入×1B ●積み重ね可能 ●
JAN：4984343354883

プラスチック用
品

86415410

コレクションアーチワイド型
約３４．５Ｘ１０．２Ｘ９．３ｃｍ

●単価324円（税込）×48

¥15,552

●重量： 268g色： 透明12個材質： スチロール樹脂
Polystyrene内容数： 1個入 ●積み重ね可能
stackable ●JAN：4984343354890

プラスチック用
品

86415411

コレクションアーチワイド型ひ
な壇約３４．５Ｘ１０．２Ｘ９．３

●単価324円（税込）×48

¥15,552

●重量： 285g色： 透明12個材質： スチロール樹脂
Polystyrene内容数： 1個入 ●積み重ね可能
stackable ●JAN：4984343354906

プラスチック用
品

86415412

シューズＢＯＸ（－２５ｃｍ） ３
００円 ２１×２９×１４．５

●単価324円（税込）×12

¥3,888

●重量： 364色： 取っ手：チャコールグレー 本体：ナ
チュラル材質： ポリプロピレン内容数： 12入×１BOX
●タイ製 300円商品 ●JAN：4984355078623

プラスチック用
品

86415413

アルティメット コンテナ Ｌサ
イズ カーキ

●単価324円（税込）×48

¥15,552

●重量： 427ｇ色： カーキ12個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●中国製 Made in
China ●JAN：4984355162186

プラスチック用
品

86415414

アルティメット コンテナ Ｌサ
イズ ネイビー

●単価324円（税込）×48

¥15,552

●重量： 427ｇ色： ネイビー12個材質： ポリプロピレ
ン Polypropylene内容数： 1個入 ●中国製 Made in
China ●JAN：4984355162193

プラスチック用
品

86415417

ランドリ－バスケット４００円

●単価432円（税込）×20

¥8,640

●重量： 514ｇ色： ホワイト20個材質： ポリプロピレン
PP内容数： 1個入 ●収納バスケット Storage Basket
●JAN：4549131235081

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

プラスチック用
品

86415418

４００円 ショッピングバスケッ
ト②

●単価432円（税込）×20

¥8,640

●重量： 648ｇ色： ホワイト20個材質： ポリプロピレン
PP内容数： 1個入 ●収納バスケット Storage Basket
●JAN：4549131269819

プラスチック用
品

86415422

コレクションアーチワイドＬ型３
４．５Ｘ１３．３Ｘ１３．４ｃｍ

●単価432円（税込）×12

¥5,184

●重量： 393g色： 透明12個材質： スチロール樹脂
Polystyrene内容数： 1個入 ●積み重ね可能
stackable ●JAN：4984343354852

プラスチック用
品

86415423

コレクションアーチワイドＬひな
壇３４．５Ｘ１３．３Ｘ１３．４

●単価432円（税込）×12

¥5,184

●重量： 427g色： 透明12個材質： スチロール樹脂
Polystyrene内容数： 1個入 ●積み重ね可能
stackable ●JAN：4984343354869

プラスチック用
品

86415424

折りたたみコンテナ（４７×３５
×２３ｃｍ）

●単価540円（税込）×12

¥6,480

●重量： 976ｇ色： ブラウン6個、ネイビー6個材質：
ポリプロピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●折り
たたみコンテナ（４７×３５×２３ｃｍ） Folding Container
-Approx 46.5cm x 34.5cm x 23cm ●JAN：
4549131295542

プラスチック用
品

86415425

ドットバスケットソフトタイプ２４
Ｌ Ｋ６２３

●単価540円（税込）×20

¥10,800

●容量： 24ｌ重量： 500ｇ色： ピンクpink5個、アイボ
リーivory10個、緑green5個材質： ポリエチレン
Polyethylene内容数： 1個入 ●大型柔らかいバスケッ
ト BIG BASKET ●JAN：4549131295702

プラスチック用
品

86415426

ランドリーバスケット２６Ｌソフト
タイプ

●単価540円（税込）×20

¥10,800

●容量： 26ｌ重量： 658ｇ色： ピンク6個、緑6個、ホワ
イト8個材質： ポリエチレン polythylene内容数： 1個
入 ●ランドリーバスケット。柔軟性があるので、本体に
波打ちがある場合がある laundry basket The
products may befluctuate because it is soft. ●JAN：
4549131295801

プラスチック用
品

86415427

ソフトバスケット角型・ベーシッ
ク色

●単価540円（税込）×16

¥8,640

●重量： 715ｇ色： 白8個、ブラウン8個材質： ポリエ
チレン polyethylene内容数： 1個入 ●ソフトバスケッ
ト角型 soft basket ●JAN：4549131306606

プラスチック用
品

86415428

ソフトバスケット角型・カラー

●単価540円（税込）×16

¥8,640

●重量： 715ｇ色： グリーン8個、ピンク8個材質： ポリ
エチレン polyethylene内容数： 1個入 ●ソフトバス
ケット角型 soft basket ●JAN：4549131306613

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

ヘルス＆
ビューティー

86415429

商品画像

商品名

プラ軸綿棒３５０本入

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 100ｇ色： なし60個材質： ポリプロピレン 天
然コットン polypropylene cotton 内容数： 350本×1個
●プラ軸綿棒３５０本入 cotton swabs ●JAN：
4549131026429

¥5,184

●重量： 88ｇ色： ブルー16個材質： ポリエステル
レーヨン 水 エタノール ＢＧ ベンザルコニウムクロリド
ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピレン polyester rayon
Aqua alcohol propylene glycol cocamidopropyl betaine
aloe vera vitamin e citric acid内容数： 20枚×2個 ●
ふんわりとソフトなお肌にやさしいウェットタイプです。
1枚ずつ簡単に取り出せるので、詰め替えの手間もいら
ず、より衛生です。 This is a light and soft wet-type
tissue that is gentle on the skin. Individual sheets can
be easily taken out one by one eliminating the need to
●JAN：4549131063370

86415430

除菌ウェットティッシュ ２０枚
入×２個

ヘルス＆
ビューティー

86415431

手触りが良い 厚手ウェット
ティッシュ 携帯用 １０枚×３
個

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 33.3ｇ色： 白60個材質： ポリエステル レー
ヨン メチルパラベン エチルパラベン エタノール 塩化
ベンザルコニウム 精製水 Polyester Rayon
Methylparaben Ethylparaben Ethanol Benzalkonium
chloride Purified water内容数： 10枚3個 ●ふんわり
爽やかな使い心地です。 These wet wipes are soft
and comfortable. ●JAN：4549131070743

ヘルス＆
ビューティー

86415432

スパイラル綿棒 ２００本入

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 111ｇ色： 白（White）20個材質： 綿 紙
Cotton Pulp内容数： 200本入 ●凸凹加工だからよく
取れる Indented design for easy removal. ●JAN：
4549131078213

¥5,184

●重量： 0.2ｇ色： 白1個材質： 脱脂綿 ポリプロピレ
ン Cotton Polypropylene色々価格（JAN）： 0アソート
商品（JAN）： 0内容数： 1個350枚 ●プラ軸綿棒丸型
３５０本入 white plastic cotton swabs ●JAN：
4549131087499

¥8,640

●重量： 2.8ｇ色： 白20個材質： ポリプロピレン ポリ
エチレン Polypropylene Polyethylene内容数： 30枚入
●マスク上部のノーズワイヤーを鼻の形に曲げてくださ
い 次に折り目を縦に伸ばしてアゴの下まで覆います
Bend the nose wire on upper side along your face then
smooth out vertically and cover awhoie jaw ●JAN：
4549131097337

¥8,640

●重量： 75ｇ色： ピンク30個材質： ポリプロピレン
ポリエチレン Polypropylene Polyethylene内容数： 30
枚入 ●マスク上部のノーズワイヤーを鼻の形に曲げ
てください 次に折り目を縦に伸ばしてアゴの下まで覆
います Bend the nose wire on upper side along your
face then smooth out vertically and cover awhoie jaw
●JAN：4549131097344

¥8,640

●重量： 2.8ｇ色： 白20個材質： ポリプロピレン ポリ
エチレン Polypropylene Polyethylene内容数： 30枚入
●マスク上部のノーズワイヤーを鼻の形に曲げてくださ
い 次に折り目を縦に伸ばしてアゴの下まで覆います
Bend the nose wire on upper side along your face then
smooth out vertically and cover awhoie jaw ●JAN：
4549131191295

ヘルス＆
ビューティー

ヘルス＆
ビューティー

ヘルス＆
ビューティー

ヘルス＆
ビューティー

ヘルス＆
ビューティー

86415433

86415434

86415435

86415436

プラ軸綿棒 丸型３５０本入

不織布マスク（ノーズワイヤー
付）白 大人用 ３０枚入

不織布マスク（ノーズワイヤー
付）ピンク 女性用 ３０枚入

不織布マスク（ノーズワイヤー
付）白 大人用 ３０枚入

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×48

●単価108円（税込）×48

●単価108円（税込）×80

●単価108円（税込）×80

●単価108円（税込）×80
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カテゴリ

ヘルス＆
ビューティー

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415437

商品画像

商品名

不織布マスク（ノーズワイヤー
付）ピンク 女性用 ３０枚入

単価×入数

●単価108円（税込）×80

販売価格
（税込）

商品仕様

¥8,640

●重量： 2.5ｇ色： ピンク30個材質： ポリプロピレン
ポリエチレン Polypropylene Polyethylene内容数： 30
枚入 ●マスク上部のノーズワイヤーを鼻の形に曲げ
てください 次に折り目を縦に伸ばしてアゴの下まで覆
います Bend the nose wire on upper side along your
face then smooth out vertically and cover awhoie jaw
●JAN：4549131191301

ヘルス＆
ビューティー

86415438

大判 除菌ウェットティッシュ２
６枚入

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 8.6ｇ色： 白24個材質： 不織布 水、アル
コール、プロピレングリコール、メチルパラベン 、エチル
パラベン プロピルパラベン 塩化ベンザルコニウム
NON-WOVEN fabric Aqua Alcohol Propylene Glycol
Methylparaben Ethylparaben Propylparaben
Benzalkonium chlorideアソート商品（JAN）： 0 0内容
数： 26枚入 ●ふんわりとソフトなお肌にやさしい
ウェットタイプです。 1枚ずつ簡単に取り出せるので、
詰め替えの手間もいらず、より衛生です。 This is a
light and soft wet-type tissue that is gentle on the
skin. Individual sheets can be easily taken out one by
one eliminating the need to stuff back unneeded

ヘルス＆
ビューティー

86415439

瞬間冷却 ３００ｇ

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 300ｇ色： ブルー10個材質： ポリエチレン
尿素 水 Polyethylene Urea water内容数： 1個入 ●
瞬間冷却 300ｇ cold pack 300g ●JAN：
4549131279511

ヘルス＆
ビューティー

86415440

瞬間冷却８０ＧＸ３

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 80ｇ色： ブルー12個材質： ポリエチレン 尿
素 水 Polyethylene Urea water内容数： 3個入 ●瞬
間冷却80ＧＸ3 cold pack80GX3 ●JAN：
4549131279528

ヘルス＆
ビューティー

86415441

流せるポケットティッシュ１２
パック

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 11.9ｇ材質： パルプ原紙 Pulp Paper内容
数： 12個入 ●中身の紙を使用後トイレに流すことが
できます。 天然パルプ１００％の製品で蛍光染料は使
用しておりません。 Tissues can be flushed down flush
toilets after use. 100percent natural pulp Contains no
fluorescent dyes. ●JAN：4549131293685

ヘルス＆
ビューティー

86415442

マイクロファイバーバスタオル
４５×１００ｃｍ ベーシック

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 90ｇ色： ベージュ10個、ブラウン10個材質：
ポリエステル１００％ polyester100pct内容数： 1枚入
●吸水性が良いです ＧＯＯＤ ＡＢＳＯＲＢＥＮＴ ●
JAN：4549131354034

ヘルス＆
ビューティー

86415443

ガラスのソープディッシュ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 186ｇ材質： ガラス Glass内容数： 1個入
●ガラスのソープディッシュ Glass Soap Dish ●JAN：
4549131371468

ヘルス＆
ビューティー

86415445

フィットネスボール ２６ｃｍ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 100ｇ色： 青Blue6個、赤Red6個材質： 塩化
ビニル樹脂 Poly vinyl chloride内容数： 1個入 ●筋
力のパワーUP、ストレッチ、トレーニングができるエクサ
サイズボールです。 You can strengthen and stretch
with it. ●JAN：4940921809220

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

ヘルス＆
ビューティー

86415446

チェック柄折リたたみミラー
（四角）

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 100ｇ色： ピンク6個、ブルー6個、イエロー6
個材質： ポリスチレン 鏡 PS MIRROR内容数： 1個
入 ●折リたたみミラー MIRROR ●JAN：
4947678003352

ヘルス＆
ビューティー

86415447

パステル手かがみ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 75ｇ色： ブルー2個、黄色2個、ピンク2個、ス
カイブルー2個材質： ポリスチレン、鏡（ガラス製） PS
MIRROR Glass内容数： 1個入 ●鏡 MIRROR ●
JAN：4947678003369

ヘルス＆
ビューティー

86415448

ミニポケットティッシュ カフェタ
イム柄

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 4.7ｇ色： 白 white20個材質： パルプ pulp
内容数： 20枚10個 ●カフェタイム柄 caffe patterns
●JAN：4984343888470

ヘルス＆
ビューティー

86415449

ミニポケットティッシュ キャラ
クター柄

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 4.7ｇ色： 白 white20個材質： パルプ pulp
内容数： 20枚10個 ●キャラクター柄 character
patterns ●JAN：4984343888487

ヘルス＆
ビューティー

86415450

ミニポケットティッシュ 犬猫写
真柄

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●容量： 34ｍｌ重量： 0.9ｇ色： 赤系 red-base2個、
青 blue-base2個、緑 green-base2個、黄 yellowbase2個、ピンク pink-base2個材質： 木材パルプ
WOOD PULP内容数： 10袋入 ●犬猫写真柄
pictures of dogs and cats ●JAN：4984343888494

ヘルス＆
ビューティー

86415451

カラフル石けん皿②

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 65ｇ色： ピンク3個、黄3個、緑2個、青4個材
質： ポリプロピレン polypropylene内容数： 1個入 ●
石けん皿 soap dish ●JAN：4984343930155

ヘルス＆
ビューティー

86415452

プリンセスローズ コスメＢＯＸ
① 黒

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 120ｇ材質： ポリスチレン polystyrene内容
数： 1個入 ●150円プリンセスローズ 150 yen
princess rose ●JAN：4549131294439

ヘルス＆
ビューティー

86415453

プリンセスローズ コスメＢＯＸ
①

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 120ｇ色： pink7個、white5個材質： ポリスチ
レン polystyrene内容数： 1個入 ●150円プリンセス
ローズ 150 yen princess rose ●JAN：
4549131294446

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

ヘルス＆
ビューティー

ヘルス＆
ビューティー

ヘルス＆
ビューティー

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

86415454

プリンセスローズ コスメＢＯＸ
② 黒

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 130ｇ色： BLACK12個材質： ポリスチレン
polystyrene内容数： 1個入 ●150円プリンセスローズ
150 yen princess rose ●JAN：4549131294453

86415455

プリンセスローズ コスメＢＯＸ
②

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 130ｇ色： PINK7個、WHITE5個材質： ポリス
チレン polystyrene内容数： 1個入 ●150円プリンセ
スローズ 150 yen princess rose ●JAN：
4549131294460

¥6,804

●重量： 250ｇ色： ピンク2個、グレー6個、ブラック6個
材質： 砂 ポリエステル スチール sand polyester
steel内容数： 1個入 ●サンドウェイト（約２５０ｇ）
ANKLE WRIST WEIGHTS 250g ●JAN：
4947678036435

86415456

商品画像

サンドウェイト（約２５０ｇ）

●単価162円（税込）×42

ヘルス＆
ビューティー

86415457

ツボ押しアーチスティック

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 164ｇ色： ピンク（pink）3個、紫（violet）3個材
質： ポリプロピレン 塩化ビニル樹脂 Polypropylene
Polyvinyl Chloride内容数： 1個入 ●背中の凝ってい
るところや肩に押し当てる商品です。 Can be used on
palm sole of the shouider for mitigable ●JAN：
4549131066029

ヘルス＆
ビューティー

86415458

スクエアスタンドミラー

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●重量： 288ｇ色： 白5個、黒3個、ピンク2個材質： ガ
ラス100％ 他 ポリスチレン Glass100pct Polystyrene
内容数： 1個入 ●スクエアスタンドミラー Square
stand mirror ●JAN：4549131265224

ヘルス＆
ビューティー

86415459

プリンセスローズ スタンドミ
ラー 黒

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 210ｇ材質： ポリスチレン グラス
polystyrene glass内容数： 1個入 ●200円プリンセス
ローズ 200 yen Princess Rose ●JAN：
4549131294491

ヘルス＆
ビューティー

86415460

プリンセスローズ スタンドミ
ラー

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 210ｇ色： PINK7個、WHITE5個材質： ポリス
チレン グラス polystyrene glass内容数： 1個入 ●
200円プリンセスローズ 200 yen Princess Rose ●
JAN：4549131294507

ヘルス＆
ビューティー

86415461

アニマルイス（小）

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 185ｇ色： クマ12個、カエル18個、ブタ18個材
質： ポリプロピレン、ＴＰＲ POLYPROPYLENE. TPR内
容数： 1個入 ●耐荷重25kg Load durability approx
55lb ●JAN：4549131295818

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

ヘルス＆
ビューティー

86415462

ストレッチゴムソフトタイプ

●単価216円（税込）×96

¥20,736

●重量： 80ｇ色： グリーン8個材質： シリコン Silicon
内容数： 1個入 ●気軽にトレーニング用 For casual
training ●JAN：4549131301427

ヘルス＆
ビューティー

86415463

ストレッチゴムハードタイプ

●単価216円（税込）×96

¥20,736

●重量： 80ｇ色： ブルー8個材質： シリコン Silicon
内容数： 1個入 ●気軽にトレーニング用 For casual
training ●JAN：4549131301434

ヘルス＆
ビューティー

86415464

ウエイト５００ｇ調整ベルト付き

●単価216円（税込）×30

¥6,480

●重量： 500ｇ色： ブルー10個材質： ネオプレン ナ
イロン 砂 スチール Neoprene Nylon Sand Steel内容
数： 1個入 ●ウエイト５００ｇ調整ベルト付き Weight
500g with adjustment belt ●JAN：4549131315783

ヘルス＆
ビューティー

86415465

折りたたみイス２３．５×１９×
１８ｃｍ

●単価216円（税込）×30

¥6,480

●重量： 368ｇ色： イエロー10個、ブルー14個、ピンク
6個材質： ポリプロピレン Polypropylene内容数： 1個
入 ●折りたたみ椅子 Folding Chair ●JAN：
4549131319262

商品画像

商品名

ヘルス＆
ビューティー

86415466

ネックすっきり

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●重量： 110ｇ色： ピンク（PINK）5個、ブルー（blue）5
個材質： ポリプロピレン Polypropylene内容数： 1個
入 ●首や肩などへかけ押す商品です。 PLEASANT
STIMULUS ON YOUR NECK AND SHOULDER ●
JAN：4549131353297

ヘルス＆
ビューティー

86415467

ダブルフラワーフェイスロー
ラー

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●重量： 50ｇ色： ピンク（pink）10個材質： ポリプロピ
レン ポリスチレン POLYPROPYLENE POLYSTYREN
内容数： 1個入 ●アゴからほっぺにかけてローラーを
転がす商品です。 Using only one hand is very enough
for gentle rub ●JAN：4549131353310

ヘルス＆
ビューティー

86415468

角度自由調整ミラー

●単価216円（税込）×32

¥6,912

●重量： 241.9ｇ色： ホワイト2個、ピンク2個、ブラック
4個材質： ポリエチレン 鏡 PE Glass内容数： 1個入
●角度自由調整ミラー Adjustabla Mirror ●JAN：
4549131362930

ヘルス＆
ビューティー

86415469

ヨガブロック

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●重量： 100ｇ色： ブルー3個、パープル3個、黄緑2
個、ピンク2個材質： EVA樹脂 EVA内容数： 1個入
●ヨガのボーズの補助 Supports yoga poses ●JAN：
4549131365313

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

ヘルス＆
ビューティー

86415470

日本伝統タオル①

●単価216円（税込）×30

¥6,480

●重量： 30ｇ色： 紺1個材質： レーヨン Rayon内容
数： 1枚入 ●日本伝統の垢すりタオル Japanese
traditional AKASURI towel ●JAN：4549131490688

ヘルス＆
ビューティー

86415471

日本伝統タオル②

●単価216円（税込）×30

¥6,480

●重量： 30ｇ色： 朱1個、黄1個材質： レーヨン
Rayon内容数： 1枚入 ●日本伝統の垢すりタオル
Japanese traditional AKASURI towel ●JAN：
4549131490695

ヘルス＆
ビューティー

86415472

スクエアスタンドミラー（中）

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 166ｇ色： ピンク4、黒4、ホワイト4材質： PS
内容数： 1個入 ●ミラー MIRROR ●JAN：
4947678624168

ヘルス＆
ビューティー

86415473

乙女キブンなコットンケース

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 150ｇ色： 透明（Clear）5個、ブラック（Black）3
個材質： 綿 ポリスチレン cotton ps内容数： 1個入
●コットンケース ケースの中にコットンが入っているタ
イプ CASE with cotton case contains cotton ●JAN：
4947678646887

ヘルス＆
ビューティー

86415474

そのまんまポンプ 幅１３×奥
行９×高さ２４．５ｃｍ

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●容量： 500ｍｌ重量： 160色： ブルー材質： ポリプ
ロピレン ポリエチレン Polypropylene Polyethylene内
容数： 10入×6BOX ●中国製 200円商品 ●JAN：
4984355055693

ヘルス＆
ビューティー

86415475

壁掛け＆スタンドミラー（ビッ
グ）

●単価270円（税込）×24

¥6,480

●重量： 576ｇ色： ホワイト8個、ブラック8個、ピンク8
個材質： ポリプロピレン 鏡 PP Glass内容数： 1個
入 ●壁掛け＆スタンドミラー（ビッグ） ●JAN：
4549131364965

ヘルス＆
ビューティー

86415476

つまさき立ちスリッパ チェック
柄

●単価270円（税込）×30

¥8,100

●重量： 129ｇ色： 赤6個、藍7個、茶9個、藍4個、赤4
個材質： ポリエステル100％ Polyester 100Pct色々
価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）： なし内容数：
1個入 ●スリッパ Slippers ●JAN：4549131399073

¥7,776

●重量： 220ｇ材質： 表面：塩化ビニル樹脂 中身：ポ
リウレタン、ポリプロピレン 取り付け部分：ポリプロピレ
ン PVC PU PP内容数： 1個入 ●体重約15kgまで。
対応便座サイズ幅約20-23cm、長さ約23.5-25.5cm
For children up to 15kg 33.1lb in weight.Compatible
toilet seat size Approx. Width 20cm - 23cm 7.9inch 9.1inch Length 23.5cm - 25.5cm 9.3inch - 10inch ●
JAN：4549131326475

ヘルス＆
ビューティー

86415477

商品画像

商品名

やわらか補助便座（幼児用）

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価324円（税込）×24

商品仕様
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

ヘルス＆
ビューティー

86415478

ヘルス＆
ビューティー

86415479

ヘルス＆
ビューティー

ヘルス＆
ビューティー

ヘルス＆
ビューティー

86415480

86415481

86415482

商品画像

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

子供用踏み台

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●重量： 360ｇ色： アイボリー15個、ブルー9個、イエ
ロー6個、ピンク6個材質： ポリプロピレン plastic内容
数： 1個入 ●子供用踏み台ー１ stepping stool for
children ●JAN：4549131351354

ヨガマット 幅４８ｘ長さ１６０ｃ
ｍ

●単価432円（税込）×20

¥8,640

●重量： 500ｇ色： ブルー5個、紫5個、グリーン5個、
ピンク5個材質： ポリ塩化ビニール Polyvinyl chloride
polymer内容数： 1個入 ●ヨガ練習用 Doing YOGA
●JAN：4549131301847

¥25,920

●重量： 240ｇ色： ホワイト6個材質： 綿100％
COTTON 100pct内容数： 1枚入 ●肌触りの良いやわ
らかい綿１００％素材で吸水性抜群の超吸水加工。多
目的用途。顔や手拭き、お部屋のカラーコーディネート
に最適。 Outstanding processing super absorbent
100percent cotton soft absorbent material nice and
soft. A Multipurpose use. Dry face and hand and
perfect color coordination in your room. ●JAN：
4549131176681

¥25,920

●重量： 240ｇ色： ネイビー6個材質： 綿100％
COTTON 100pct内容数： 1枚入 ●肌触りの良いやわ
らかい綿１００％素材で吸水性抜群の超吸水加工。多
目的用途。顔や手拭き、お部屋のカラーコーディネート
に最適。 Outstanding processing super absorbent
100percent cotton soft absorbent material nice and
soft. A Multipurpose use. Dry face and hand and
perfect color coordination in your room. ●JAN：
4549131176711

¥25,920

●重量： 240ｇ色： ブラウン6個材質： 綿100％
COTTON 100pct内容数： 1枚入 ●肌触りの良いやわ
らかい綿１００％素材で吸水性抜群の超吸水加工。多
目的用途。顔や手拭き、お部屋のカラーコーディネート
に最適。 Outstanding processing super absorbent
100percent cotton soft absorbent material nice and
soft. A Multipurpose use. Dry face and hand and
perfect color coordination in your room. ●JAN：
4549131176728

商品名

超吸水カラーバスタオル ホ
ワイト

超吸水カラーバスタオル ネイ
ビー

超吸水カラーバスタオル ブラ
ウン

●単価540円（税込）×48

●単価540円（税込）×48

●単価540円（税込）×48

ヘルス＆
ビューティー

86415483

超吸水カラーバスタオル
ベージュ

●単価540円（税込）×48

¥25,920

●重量： 240ｇ色： ベージュ6個材質： 綿100％
COTTON 100pct内容数： 1枚入 ●肌触りの良いやわ
らかい綿１００％素材で吸水性抜群の超吸水加工。多
目的用途。顔や手拭き、お部屋のカラーコーディネート
に最適。 Outstanding processing super absorbent
100percent cotton soft absorbent material nice and
soft. A Multipurpose use. Dry face and hand and
perfect color coordination in your room. ●JAN：
4549131214512

ヘルス＆
ビューティー

86415484

フィットネスボール 約５３－５
５ＣＭ ピンク

●単価540円（税込）×18

¥9,720

●重量： 700ｇ材質： 塩化ビニール樹脂 PVC内容
数： 1個入 ●ボールに乗って 簡単エクササイズ
TRAIN MUSCLE BALANCE. ●JAN：4549131332537

ヘルス＆
ビューティー

86415485

フィットネスボール 約５３－５
５ＣＭ ブルー

●単価540円（税込）×18

¥9,720

●重量： 700ｇ材質： 塩化ビニール樹脂 PVC内容
数： 1個入 ●ボールに乗って 簡単エクササイズ
TRAIN MUSCLE BALANCE. ●JAN：4549131346831

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

ヘルス＆
ビューティー

86415487

風呂椅子（大） アイボリー

●単価540円（税込）×12

¥6,480

●重量： 670ｇ色： アイボリー（Ｉｖｏｒｙ）6個材質： ポリ
プロピレン ポリエチレン Polypropylene Polyethylene
内容数： 1個入 ●耐荷重 １２０ｋｇ withstand load
120kg ●JAN：4970404200169

ヘルス＆
ビューティー

86415488

大人用風呂いす（アイボリー）

●単価540円（税込）×32

¥17,280

●重量： 708ｇ色： アイボリー8個材質： ポリプロピレ
ン EVA樹脂 Polypropylene ethylene-vinyl acetate内
容数： 1個入 ●・大人用風呂いす。 ・スベリ止め付き
Bath chair for adults. Skid attachment. ●JAN：
4993593014270

ヘルス＆
ビューティー

86415490

風呂いす特大 奥行３８×幅３
１×高さ３３ｃｍ

●単価648円（税込）×16

¥10,368

●重量： 843.4色： 本体白16個材質： 本体／ポリプ
ロピレン スベリ止め／ポリエチレン内容数： 16入×
1BOX ●タイ製 600円商品 ●JAN：4984355077787

リビング・リビ
ング小物

86415491

白い伸縮式つっぱり棒５０－７
０ｃｍΦ１０－１３ｍｍ

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●サイズ： 50－70cm10-13mm重量： 111ｇ色： ホワ
イトwhite10個材質： スチール 塩化ビニル 硬鋼線
ABS樹脂 steel vinyl chloride hard steel wire abs resin
内容数： 1本入 ●カーテンやバスカーテンなどのご使
用 curtains and shower curtain can be used ●JAN：
4549131113594

リビング・リビ
ング小物

86415492

テーブルクロス花柄１３０×１
７５ｃｍ

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 87ｇ色： ピンク4個、赤3個、黄色3個材質：
ポリエチレン酢酸ビニール（プラスチックシート製）
PEVA内容数： 1個入 ●テーブルクロス花柄１３０×１
７５ｃｍ table cloth flower ●JAN：4549131150216

86415493

木目伸縮式つっぱり棒５０－７
０ｃｍΦ１０－１３ｍｍ

¥8,640

●サイズ： 50－70cm10-13mm重量： 107ｇ色： 木目
grain5個、ダークブラウンdark brown5個材質： スチー
ル 塩化ビニル 硬鋼線 ABS樹脂 steel vinyl chloride
hard steel wire abs resin内容数： 10本入 ●カーテン
やバスカーテンなどのご使用 curtains and shower
curtain can be used ●JAN：4549131156348

¥8,640

●サイズ： 50-70ｃｍ重量： 96.5ｇ材質： スチール Ｐ
ＶＣ ＡＢＳ樹脂 STEEL PVC ABS内容数： 1個入 ●
壁間やラックなどに穴を開けずにカーテンを取り付ける
ことが出来ます。 Surface of a wall or a rack can
install a curtain without opening a hole. ●JAN：
4549131179866

¥6,480

●サイズ： 65-100ｃｍ重量： 130ｇ材質： スチール Ｐ
ＶＣ ＡＢＳ樹脂 STEEL PVC ABS内容数： 1本入 ●
壁間やラックなどに穴を開けずにカーテンを取り付ける
ことが出来ます。 Surface of a wall or a rack can
install a curtain without opening a hole. ●JAN：
4549131179873

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

商品画像

商品名

86415494

白い伸縮式つっぱり棒５０－７
０ｃｍ（Φ１０ｍｍ／１３ｍｍ）

86415495

白い伸縮式つっぱり棒６５－１
００ｃｍ（Φ１０ｍｍ／１３ｍｍ）

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×80

●単価108円（税込）×80

●単価108円（税込）×60
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カテゴリ

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415496

商品画像

商品名

木目伸縮式つっぱり棒５０－７
０ｃｍ（Φ１０ｍｍ／１３ｍｍ）

86415497

木目伸縮式つっぱり棒６５－１
００ｃｍ（Φ１０ｍｍ／１３ｍｍ）

86415498

Ｎｏ．４ポール（短）２５ｃｍク
ロームメッキ

86415499

86415500

86415501

Ｎｏ．１１延長ポール２４ｃｍク
ロームメッキ

スベリ止めピンチ付ハンガー
連結タイプ４１ｃｍ

ＰＥコートカラーワイヤーハン
ガー７本セット

単価×入数

●単価108円（税込）×80

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×96

●単価108円（税込）×96

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×52

販売価格
（税込）

商品仕様

¥8,640

●サイズ： 50-70ｃｍ重量： 96.5ｇ色： 木目10個、
ダーク木目10個材質： スチール ＰＶＣ ＡＢＳ樹脂
STEEL PVC ABS内容数： 1本入 ●壁間やラックなど
に穴を開けずにカーテンを取り付けることが出来ます。
Surface of a wall or a rack can install a curtain without
opening a hole. ●JAN：4549131179897

¥6,480

●サイズ： 23.5cm×67.5cm×14.5cm 9.25in×26.57in
×5.7in重量： 132ｇ色： 木目30個、ダーク木目30個材
質： スチール 塩化ビニル樹脂 STEEL PVC 色々価
格（JAN）： NOアソート商品（JAN）： NO内容数： 1本
入 ●柱間・コンクリート壁など十分な強度を持つ場所
に取り付けてください。 Please use the tension pole
between two durable wall ●JAN：4549131179903

¥10,368

●サイズ： Φ13ｘ25ｃm 0.51x9.8inch重量： 97ｇ色：
シルバー SILVER24個材質： スチール、クロームメッキ
STEEL.CHROME PLATED.内容数： 1個入 ●収納用
品。組立の説明は包装の上でご覧ください。 Storage
products. Installation instruction is showed on card.
●JAN：4549131189889

¥10,368

●サイズ： Φ13ｘ24ｃm 0.51x9.4inch重量： 93ｇ色：
シルバー SILVER12個材質： スチール、クロームメッキ
STEEL. CHROME PLATED.内容数： 1本入 ●この商
品は、別売りのポールの上につなげて延長するのため
のものです。ポールの上部に付いている保護キャップ
を外し、延長ポールを取り付けます。ネジが緩まないよ
う、しっかりと締めて下さい。 This product can be
connected on the base pole. Sold separately. in order
to extend. Removing the protective cap which has
been attached on top of the base pole. The extending
pole is installed on base pole by screw. Please tighten
securely. ●JAN：4549131189919

¥6,480

●重量： 120ｇ色： ピンクPINK3個、オレンジ
ORANGE7個、エメラルドグリーンEMERALDGREEN10個
材質： スチール、ＥＶＡ樹脂、ABS樹脂、ポリ塩化ビニ
ル Steel.Ethylene Vinyl Acetate.Polyvinyl
Chloride.Resina ABS内容数： 1個入 ●スベリ止めバ
ンガー。連結もできます。 CONNECTIVE TYPE NONSLIP HANGER WITH CLIPS. ●JAN：4549131211566

¥5,616

●重量： 34ｇ色： なし52個材質： スチール（鉄） ポリ
エチレン（コーティング） Steel Polyethylene coating内
容数： 7本入 ●オフホワイト1本、ブルー2本、イエ
ロー2本、ピンク2本を色アソートとして1セットです。洗濯
の物干しや衣類整理です one offwhite hanger and
two yellow hangers and two pink hangers and two blue
hangers is the color of one hanger set. For the clothes
arrangement and laundry drying. ●JAN：
4549131225075

リビング・リビ
ング小物

86415502

ダイソーワイヤーネット用スタ
ンド

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●サイズ： 20cm×18cm×2.3cm 7.9in×7.1in×0.9in
重量： 94ｇ色： オフホワイト12個材質： 鉄、ポリプロ
ピレン Iron Polypropyleneアソート商品（JAN）： なし内
容数： 2個入 ●本品は、3.6cm角のダイソーワイヤー
ネット専用スタンドです。 本品は２個セットです。 This
is made for the use of DAISO Net support-1.4 inch
only This product include 2 pieces. ●JAN：
4549131276596

リビング・リビ
ング小物

86415503

プラスチックグリップハンガー
２Ｐ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 42ｇ色： ホワイト6個、グリーン3個、ブルー3
個材質： ポリプロピレン Polypropyleneアソート商品
（JAN）： なし内容数： 2本入 ●プラスチックハンガー
plastic hanger ●JAN：4549131283495

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

リビング・リビ
ング小物

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415504

商品画像

商品名

壁面用棚受支柱約３０ｃｍ

単価×入数

●単価108円（税込）×80

販売価格
（税込）

商品仕様

¥8,640

●サイズ： 30cm×2cm×1.2cm 11.8in×0.8in×0.5in
重量： 130ｇ色： オフホワイト10個材質： 鉄 Ironア
ソート商品（JAN）： なし内容数： 1個入 ●木ネジ２本
付 必ず別売の「壁面用棚受」といっしょに使用してくだ
さい。 Includes 2 wood screws Always use with
separately sold Shelf Rest for Wall. ●JAN：
4549131288704

リビング・リビ
ング小物

86415505

壁面用棚受支柱約５０ｃｍ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●サイズ： 50cm×2cm×1.2cm 19.7in×0.8in×0.5in
重量： 200ｇ色： オフホワイト10個材質： 鉄 Ironア
ソート商品（JAN）： なし内容数： 1個入 ●木ネジ2本
付 必ず別売の「壁面用棚受」といっしょに使用してく
ださい。 Includes 2 wood screws Always use with
separately sold Shelf Rest for Wall. ●JAN：
4549131288711

リビング・リビ
ング小物

86415506

滑り止めマット 黒３０×１００ｃ
ｍ

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 123ｇ色： 黒10個材質： 塩化ビニル樹脂
pvc内容数： 1個入 ●下に敷くだけで、めくれない す
べらない Only spreads under. Skid and curls
precention ●JAN：4549131299380

リビング・リビ
ング小物

86415507

滑り止めマット ベージュ３０×
１００ｃｍ

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 123ｇ色： ベージュ10個材質： 塩化ビニル樹
脂 pvc内容数： 1個入 ●下に敷くだけで、めくれない
すべらない Only spreads under. Skid and curls
precention ●JAN：4549131299397

86415508

溝つきスベリ止めハンガー３
本組

¥5,400

●重量： 52ｇ色： レッドRed12個、ブルーBLUE12個、
オフホワイトOFFWhite26個材質： スチール、塩化ビニ
ル樹脂 Steel.Polyvinyl chloride内容数： 3本入 ●溝
つきスベリ止めハンガー。 Non-Slip Hanger with
Grooves. ●JAN：4549131305692

¥6,480

●サイズ： 20cm×15cm×4cm 7.9in×5.9in×1.6in重
量： 85ｇ色： オフホワイト6個、ブラウン4個材質： ス
チール Steelアソート商品（JAN）： オフホワイト6pcs、
ブラウン4pcs Off-white 6pcs Brown 4pcs内容数： 2
個入 ●ネジ別売（使用ネジ太さ３．５ｍｍ） 耐荷重量
の目安約１４ｋｇ（２個使用時）。耐荷重量は測定値であ
り、保証値ではありません。 Use 6 screws diameter
3.5mm -sold separately- Load weight of the guideline
about 14kg -when using two- With measurements of
loading ability and no guarantee value. ●JAN：
4549131312966

¥8,640

●サイズ： 25cm×20cm×4cm 9.8in×7.9in×1.6in重
量： 120ｇ色： オフホワイト6個、ブラウン4個材質： ス
チール Steelアソート商品（JAN）： オフホワイト6pcs、
ブラウン4pcs Off-white 6pcs Brown 4pcs内容数： 1
個入 ●ネジ別売（使用ネジ太さ３．５ｍｍ） 耐荷重量
の目安約１４ｋｇ（２個使用時）。耐荷重量は測定値であ
り、保証値ではありません。 Use 6 screws diameter
3.5mm -sold separately- Load weight of the guideline
about 14kg -when using two- With measurements of
loading ability and no guarantee value. ●JAN：
4549131312973

¥6,480

●サイズ： 30cm×25cm×4.3cm 11.8in×9.8in×1.7in
重量： 170ｇ色： オフホワイト6個、ブラウン4個材質：
スチール Steelアソート商品（JAN）： オフホワイト
6pcs、ブラウン4pcs Off-white 6pcs Brown 4pcs内容
数： 1個入 ●ネジ別売（使用ネジ太さ３．５ｍｍ） 耐
荷重量の目安約１４ｋｇ（２個使用時）。耐荷重量は測定
値であり、保証値ではありません。 Use 6 screws
diameter 3.5mm -sold separately- Load weight of the
guideline about 14kg -when using two- With
measurements of loading ability and no guarantee
value. ●JAN：4549131312980

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

86415509

86415510

86415511

スチール製棚受けＡ型１５－２
０ｃｍ２個入りオフホワイト・ブ
ラ

スチール製棚受けＡ型２０－２
５ｃｍ１個入りオフホワイト・ブ
ラ

スチール製棚受けＡ型２５－３
０ｃｍ１個入りオフホワイト・ブ
ラ

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×50

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×80

●単価108円（税込）×60
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

リビング・リビ
ング小物

86415512

スカーフ・ベルト小物掛ハン
ガー

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 155ｇ色： ダックブルー3個、ホワイトー5個、
レッドー2個材質： 塩化ビニル樹脂 鉄 クロムメッキ
Polyvinyl chloride Iron内容数： 1個入 ●スカーフ ベ
ルト小物掛ハンガー Scarf and Belt Accessories
Hanger ●JAN：4549131338393

リビング・リビ
ング小物

86415513

スタッキングカトラリーＢＯＸ
（デニム）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 112ｇ材質： スチール ポリプロピレン Steel
Polypropylene内容数： 1個入 ●スタッキングカトラ
リーＢＯＸ（デニム） Stackable Cutlery Tray-Denim●JAN：4549131357486

リビング・リビ
ング小物

86415514

バスケット（デニム・ペールグ
リーン）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 120.3ｇ材質： スチール ポリプロピレン
Steel Polypropylene内容数： 1個入 ●バスケット（デ
ニム・ペールグリーン） Basket-Denimu-Pale Green●JAN：4549131357523

リビング・リビ
ング小物

86415515

紙製ファイルＢＯＸ型収納ワイ
ドタイプシンプルライン

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 170ｇ色： ブラウン5個、ブルー5個材質： 紙
paper色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）： なし
内容数： 1個入 ●26×19×26.5ｃｍの紙製ボックスで
す。 It is the 26 X 19 X 26.5 cm psper file box . ●
JAN：4549131367942

86415516

紙製シューズ収納ＢＯＸ横開き
タイプシンプルライン

¥6,480

●重量： 200ｇ色： ブラウン5個、ブルー5個材質： 紙
paper色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）： なし
内容数： 1個入 ●31×20×12ｃｍの紙製ボックスで
す。 It is the 31 X 20 X 12 cm psper file box . ●
JAN：4549131379785

リビング・リビ
ング小物

86415517

スベリ止めハンガー（ピンチ
付、４１ｃｍ）

●単価108円（税込）×56

¥6,048

●重量： 125ｇ色： ライトグレーLIGHTGRAY7個、ダー
クグレーDARKGRAY7個材質： スチール、塩化ビニル
樹脂、ポリエチレン Steel.Polyvinyl
chloride.Polyethylene内容数： 1個入 ●スベリ止めハ
ンガー。ピンチ付。 Non-slip Hanger With Clothespins.
●JAN：4549131400458

リビング・リビ
ング小物

86415518

ミニクッション（ミニドット）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 80ｇ色： ネイビー6個、赤4個材質： ポリエス
テル100％ polyester100アソート商品（JAN）： ネイ
ビー6 赤4 navy6 red4内容数： 1個入 ●ミニクッショ
ン（ミニドット） Mini Cushion ●JAN：4549131403930

リビング・リビ
ング小物

86415519

マガジンラックフック付（白）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●サイズ： 21.5cm×11cm×20cm 8.5in×4.3in×7.9in
重量： 113ｇ色： オフホワイトWHITE8個材質： スチー
ル、ポリエチレンコーティング Steel.Polyethlene
Coating内容数： 1個入 ●引っかけマガジンラック。
Magazine Rack with Hooks. ●JAN：4549131404098

リビング・リビ
ング小物

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×60

61 / 198 ページ

DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

リビング・リビ
ング小物

86415520

ベルベットハンガー ハート４２
ｃｍ グリーン２個入り

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 70ｇ材質： ABS ナイロン スチール ABS
Nylon Steel内容数： 1個入 ●ベルベットハンガー
ハート４２ｃｍグリーン ２個入り Velvet Hanger -Heart
- 42cm - 16.5 - Green - 2 pcs.- ●JAN：
4549131421040

リビング・リビ
ング小物

86415521

ベルベットハンガー リボン４２
ｃｍピンク ２個入り

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 70ｇ材質： ABS ナイロン スチール ABS
Nylon Steel内容数： 1個入 ●ベルベットハンガー リ
ボン４２ｃｍピンク ２個入り Velvet Hanger -Ribbon 42cm - 16.5 - Pink - 2 pcs.- ●JAN：4549131421057

商品画像

リビング・リビ
ング小物

86415522

ベルベットハンガー リボン４２
ｃｍグリーン ２個入り

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 70ｇ材質： ABS ナイロン スチール ABS
Nylon Steel色々価格（JAN）： Do not use to hang wet
clothing.アソート商品（JAN）： Do not use to hang wet
clothing.内容数： 1個入 ●ベルベットハンガー リボン
４２ｃｍグリーン ２個入り Velvet Hanger -Ribbon 42cm - 16.5 - Green - 2 pcs.- ●JAN：
4549131421064

リビング・リビ
ング小物

86415523

ベルベットハンガー ハート４２
ｃｍピンク ２個入り

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 70ｇ材質： ABS ナイロン スチール ABS
Nylon Steel内容数： 1個入 ●ベルベットハンガー
ハート４２ｃｍピンク ２個入り Velvet Hanger -Heart 42cm - 16.5 - Pink - 2 pcs.- ●JAN：4549131421071

リビング・リビ
ング小物

86415524

ネクタイ用ベルベットハンガー
２個入り

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 75ｇ色： チャコールグレー6個、ベージュ6個
材質： ABS ナイロン スチール ABS Nylon Steel内容
数： 1個入 ●ネクタイ用ベルベットハンガー２個入り
Velvet Hanger -For Neckties - 2 pcs.- ●JAN：
4549131421088

リビング・リビ
ング小物

86415525

スカーフ用ベルベットハンガー
（フラワー）

●単価108円（税込）×56

¥6,048

●重量： 176ｇ色： ピンク7個、ベージュ7個材質：
ABS ナイロン スチール ABS Nylon Steel内容数： 1個
入 ●スカーフ用ベルベットハンガー（フラワー） Velvet
Hanger -For Scarves - Flower- ●JAN：
4549131421095

リビング・リビ
ング小物

86415526

連結できるベルベットハンガー
４５ｃｍアイボリー２個入り

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 77ｇ材質： ABS ナイロン スチール ABS
Nylon Steel内容数： 1個入 ●連結できるベルベットハ
ンガー４５ｃｍアイボリー２個入り Linkable Velvet
Hanger -45cm -Ivory - 2 pcs.- ●JAN：
4549131421118

リビング・リビ
ング小物

86415527

連結できるベルベットハンガー
４１．５ｃｍ アイボリー２個入
り

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 77ｇ材質： ABS ナイロン スチール ABS
Nylon Steel内容数： 1個入 ●連結できるベルベットハ
ンガー４１．５ｃｍ アイボリー２個入り Linkable Velvet
Hanger -41.5cm - Ivory - 2 pcs.- ●JAN：
4549131421125

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

86415528

連結できるベルベットハンガー
４５ｃｍ チャコールグレー２個
入

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 77ｇ材質： ABS ナイロン スチール ABS
Nylon Steel内容数： 1個入 ●連結できるベルベットハ
ンガー４５ｃｍ チャコールグレー2個入り Linkable
Velvet Hanger -45cm - 17.7 - Charcoal Gray - 2 pcs.●JAN：4549131421132

86415529

連結できるベルベットハンガー
４１．５ｃｍチャコールグレー２
個

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 77ｇ材質： ABS ナイロン スチール ABS
Nylon Steel内容数： 1個入 ●連結できるベルベットハ
ンガー４１．５ｃｍチャコールグレー２個 Linkable Velvet
Hanger -41.5cm -Charcoal Gray - 2 pcs.- ●JAN：
4549131421149

¥8,640

●サイズ： 27cm×6.5cm×0.3cm 10.6in×2.6in×0.1in
重量： 145ｇ色： 白8個材質： スチール Steel内容
数： 1個入 ●別売の「壁面用棚受支柱」と合わせて使
用してください。 ※２個１組で使用する商品です。 耐
荷重量：約８kg -２個使用時- 耐荷重量は測定値であ
り、保証値ではありません。 Use with a separately
sold wall shelf rest support. This product must be
used as a set of 2. Supported weight 8kg -17.6lbwhen using 2 brackets- Supported weight is a
measured value not a guaranteed value. ●JAN：
4549131430851

¥10,368

●サイズ： 22cm×6.5cm×0.3cm 8.7in×2.6in×0.1in
重量： 120ｇ色： 白8個材質： スチール Steel内容
数： 1個入 ●別売の「壁面用棚受支柱」と合わせて使
用してください。 ※２個１組で使用する商品です。
耐荷重量：約８kg -２個使用時- 耐荷重量は測定値で
あり、保証値ではありません。 Use with a separately
sold wall shelf rest support. This product must be
used as a set of 2. Supported weight 8kg -17.6lbwhen using 2 brackets- Supported weight is a
measured value not a guaranteed value. ●JAN：
4549131430868

86415530

商品画像

壁面用棚受約２５ｃｍＫ６８

●単価108円（税込）×80

86415531

壁面用棚受約２０ｃｍＫ６８

リビング・リビ
ング小物

86415532

エレガント棚受けＩＩ型（１６．５ｘ
２４ｃｍ）Ｋ１２２

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●サイズ： 約横16.5ｃｍ×高さ24ｃｍ重量： 170ｇ色：
白6個、ブラウン4個材質： スチール Steel内容数： 1
個入 ●エレガント棚受けＩＩ型（16.5×24ｃｍ）Ｋ122
Elegant Shelf Bracket L Shaped 16.5cm x 24cm K122
●JAN：4549131433838

リビング・リビ
ング小物

86415533

アルミ保温シート（７０×１２０ｃ
ｍ）

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●サイズ： ７０×１２０ｃｍ重量： 62ｇ材質： アルミ蒸
着フィルム 発泡ポリエチレン Aluminized film
Expanded polyethylene内容数： 1個入 ●アルミ保温
シート（７０×１２０ｃｍ） Aluminum Thermal Sheet 70cm x 120cm - 27.6x47.2- ●JAN：4549131440287

リビング・リビ
ング小物

86415534

折りたたみ収納ケース２Ｐワイ
ド

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 280ｇ色： クリア10個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●折りたたみ収納ケー
ス２Pワイド storage case 2p wide ●JAN：
4549131480900

リビング・リビ
ング小物

86415535

折りたたみ収納ケース２Ｐスリ
ム

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 220ｇ色： クリア10個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●折りたたみ収納ケー
ス２Ｐスリム storage case 2p slim ●JAN：
4549131480917

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×96
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カテゴリ

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415536

86415537

商品画像

商品名

カラーＢＯＸ対応収納ボックス
籐柄１／３タイプ

カラーＢＯＸ対応ハーフ収納
ボックス籐柄ショートタイプ

単価×入数

●単価108円（税込）×96

●単価108円（税込）×84

販売価格
（税込）

商品仕様

¥10,368

●重量： 140ｇ色： アイボリー3個、ブラウン3個材質：
不織布（表面 ポリエステル 裏側 ポリプロピレン）
100％ 紙 ポリプロピレン non-woven100pct-outside
polyester -inside polypropylene polypropylene paper内
容数： 1個入 ●カラーＢＯＸ対応収納ボックス籐柄１
／３タイプ Storage Box Wisteria ●JAN：
4549131480924

¥9,072

●重量： 160ｇ色： グレー3個、ブルー3個材質： 不織
布（表面 ポリエステル 裏側 ポリプロピレン）100％
紙 ポリプロピレン non-woven100pct-outside
polyester -inside polypropylene polypropylene paper内
容数： 1個入 ●カラーＢＯＸ対応ハーフ収納ボックス
籐柄ショートタイプ Storage Box Wisteria short type
●JAN：4549131480931

リビング・リビ
ング小物

86415538

カラーＢＯＸ対応収納ボックス
デニム柄１／３タイプ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 140ｇ色： グレー2個、ブルー4個材質： 不織
布（表面 ポリエステル 裏側 ポリプロピレン）100％
紙 ポリプロピレン non-woven100pct-outside
polyester -inside polypropylene polypropylene paper内
容数： 1個入 ●カラーBOX対応収納ボックスデニム
柄１／３タイプ Storage Box Denim ●JAN：
4549131480948

リビング・リビ
ング小物

86415539

スベリ止めハンガー４型スラッ
クス用Ａ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 138ｇ色： グリーン4個、ピンク2個、オフホワ
イト4個材質： スチール STEEL内容数： 1個入 ●ス
ベリ止めハンガー NON SLIP HANGER ●JAN：
4947678014754

リビング・リビ
ング小物

86415540

引っかけドアフック

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 58ｇ材質： スチール STEEL内容数： 1個入
●ドアに引っ掛けて使うフック DOOR HOOK ●JAN：
4947678036497

¥6,912

●重量： 162ｇ色： オフホワイト16個材質： ハンガー
の中身－スチール カバー－ポリエチレンコーティング
キャップ－PVC STEEL POLYETHYLENE COATING
PVC内容数： 1個入 ●最大使用荷重は１ｋｇです。
キッチンマットや柔道着にもご使用いただけます。 The
maximum loading weight is 35.3 oz. Available for
kitchen mat and judogi. ●JAN：4984343879027

¥6,480

●重量： 25ｇ色： ホワイト5個、ブラウン5個、グリーン
5個、ピンク5個材質： スチール、ポリエチレンコーティ
ング Steel Polyethylene coating内容数： 10本入 ●
鉄製のワイヤーハンガーにポリエチレンコーティングを
しています。 Hangers made of steel wire covered by
polyethylene. ●JAN：4984343939752

¥6,480

●サイズ： 85-120cm13-16mm重量： 250ｇ色： ホワ
イトwhite40個材質： スチール 塩化ビニル 硬鋼線
ABS樹脂 steel vinyl chloride hard steel wire abs resin
内容数： 1本入 ●カーテンやバスカーテンなどのご使
用 curtains and shower curtain can be used ●JAN：
4549131170337

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

86415542

バスタオルハンガー７０ｃｍ

86415543

カラーワイヤーハンガー１０本
入り

86415544

白い伸縮式突っ張りポール８
５－１２０ｃｍΦ１３－１６ｍｍ

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×64

●単価108円（税込）×60

●単価162円（税込）×40
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カテゴリ

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415545

86415546

86415547

商品画像

商品名

木目伸縮式突っ張りポール８
５－１２０ｃｍ１３－１６ｍｍ

白い伸縮式つっぱり棒８５－１
２０ｃｍ（Φ１３ｍｍ／１６ｍｍ）

木目伸縮式つっぱり棒８５－１
２０ｃｍ（Φ１３ｍｍ／１６ｍｍ）

単価×入数

●単価162円（税込）×40

●単価162円（税込）×45

●単価162円（税込）×45

販売価格
（税込）

商品仕様

¥6,480

●サイズ： ８５－１２０ｃｍΦ１３－１６ｍｍ重量： 243ｇ
色： 木目grain20個、ダークブラウンdark brown20個材
質： スチール 塩化ビニル 硬鋼線 ABS樹脂 steel
vinyl chloride hard steel wire abs resin内容数： 1本入
●カーテンやバスカーテンなどのご使用 curtains and
shower curtain can be used ●JAN：4549131170351

¥7,290

●サイズ： 22.5cm×90.5cm×13.5cm 8.85in×35.62in
×5.31in重量： 213ｇ色： 白45個材質： スチール 塩
化ビニル樹脂 STEEL PVC 色々価格（JAN）： NOア
ソート商品（JAN）： NO内容数： 1本入 ●柱間・コンク
リート壁など十分な強度を持つ場所に取り付けてくださ
い。 Please use the tension pole between two durable
wall ●JAN：4549131179910

¥7,290

●サイズ： 22.5cm×90.5cm×13.5cm 8.85in×35.62in
×5.31in重量： 213ｇ色： 木目24個、ダーク木目21個
材質： スチール（主材） 塩化ビニル樹脂（キャップ）
STEEL PVC 色々価格（JAN）： NOアソート商品
（JAN）： NO内容数： 1本入 ●柱間・コンクリート壁な
ど十分な強度を持つ場所に取り付けてください。
Please use the tension pole between two durable wall
●JAN：4549131179927

リビング・リビ
ング小物

86415548

ＣＤ収納ＢＯＸ（１４．５Ｘ１４．５
Ｘ１６．５ｃｍ）

●単価162円（税込）×64

¥10,368

●重量： 184ｇ色： 黒水玉3個、エッフェル塔3個、ベー
ジュ10個材質： 表地 綿40％ 麻30％ ポリエステル
30％ 裏地 不織布 底板 紙 outside cotton 40pct
hemp 30pcto polyester 30pct inside nonwocen fabric
bottom paper内容数： 1個入 ●ＣＤ収納ＢＯＸ（１４．５
Ｘ１４．５Ｘ１６．５ｃｍ） CD Storing Box ●JAN：
4549131276497

リビング・リビ
ング小物

86415549

子供用ワクワクサンダル２１ｃ
ｍ

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 106ｇ色： 赤3個、青5個、黄色3個、ピンク3
個、グリーン2個材質： EVA樹脂 EVA内容数： 2個×
1個 ●子供用ワクワクサンダル２１ｃｍ Kids sandals
21cm ●JAN：4549131293890

リビング・リビ
ング小物

86415550

子供用ワクワクサンダル１７ｃ
ｍ

●単価162円（税込）×72

¥11,664

●重量： 106ｇ色： 赤3個、青5個、グリーン2個、イエ
ロー4個、ピンク4個材質： EVA樹脂 EVA内容数： 2
個×1個 ●子供用ワクワクサンダル１７ｃｍ Kids
sandals 17cm ●JAN：4549131293906

リビング・リビ
ング小物

86415551

ボーダー柄ソフトスリッパ男性
用約２８ｃｍ

●単価162円（税込）×60

¥9,720

●重量： 118ｇ色： カラーボーダー60個材質： 甲 ポ
リエステル100％ 底 EVA樹脂 cover
Polyester100pct base EVA resin内容数： 1個入 ●
ボーダー柄ソフトスリッパ 男性用 約28㎝ SOFT
SOLED SLIPPER ●JAN：4549131293999

リビング・リビ
ング小物

86415552

滑り止めマット ブラウン４５×
１００ｃｍ

●単価162円（税込）×60

¥9,720

●重量： 189ｇ色： ブラウン10個材質： 塩化ビニル樹
脂100％ PVC100pct内容数： 1個入 ●下に敷くだけ
で、めくれない すべらない Only spreads under. Skid
and curls precention ●JAN：4549131294972

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

リビング・リビ
ング小物

86415554

リビング・リビ
ング小物

86415555

商品画像

商品名

ボーダーざぶとん

ワイヤーネット約６２×２９．５ｃ
ｍオフホワイト（φ３．９ｍｍ

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 130ｇ色： 茶16個、赤16個、青16個材質： 表
地：綿30％ ポリエステル70％ 裏地、中身：ポリエステ
ル100％ cotton30pct polyester70pct lining padding
polyester100pct内容数： 1個入 ●ボーダーざぶとん
Border cushion ●JAN：4549131319309

¥6,480

●サイズ： 62cm×0.5cm×29.5cm 24.4in×0.2in×
11.6in重量： 344ｇ色： オフホワイト40個材質： スチー
ル（ポリエチレンコーティング） Steel-Polyethylene
coating-アソート商品（JAN）： なし no内容数： 1個入
●製造上どうしても2か所のワイヤー切断跡がありま
す。 There are two cutting sections remained due to
mechanical processes. ●JAN：4549131322125

●単価162円（税込）×40

リビング・リビ
ング小物

86415556

ワイヤーネット約５４．５×３３ｃ
ｍオフホワイト（φ３．９ｍｍ

●単価162円（税込）×40

¥6,480

●サイズ： 54.5cm×0.5cm×33cm 21.5in×0.2in×
13in重量： 330ｇ色： オフホワイト40個材質： スチー
ル（ポリエチレンコーティング） Steel-Polyethylene
coating-アソート商品（JAN）： なし Non内容数： 1個
入 ●製造上どうしても2か所のワイヤー切断跡があり
ます。 There are two cutting sections remained due
to mechanical processes. ●JAN：4549131322132

リビング・リビ
ング小物

86415557

紙製金具付たから箱サンフラ
ンシスコ

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 125ｇ色： サンフランシスコ12個材質： 紙
鉄 paper iron内容数： 2個×1個 ●紙製金具付たか
ら箱サンフランシスコ paper box ●JAN：
4549131343380

¥11,664

●重量： 74.5ｇ色： ベージュ6個、グレー6個材質： ポ
リエステル 紙 塩化ビニル樹脂 polyester paper pvc
色々価格（JAN）： 無しアソート商品（JAN）： 無し内容
数： 1個入 ●麻風ベーシックバスケット jute style
basic basket ●JAN：4549131431988

¥6,048

●サイズ： 120-190cm 13-16mm重量： 369ｇ色： ホ
ワイトwhite28個材質： スチール 塩化ビニル 硬鋼線
ABS樹脂 steel vinyl chloride hard steel wire abs resin
内容数： 1本入 ●洗面所 押入れ クローゼットで使用
できる can be used in the closet bathroom and closet
●JAN：4549131170375

¥6,048

●サイズ： 120－190cm13-16mm重量： 363ｇ色： 木
目grain14個、ダークブラウンdark brown14個材質： ス
チール 塩化ビニル 硬鋼線 ABS樹脂 steel vinyl
chloride hard steel wire abs resin内容数： 1本入 ●
洗面所 押入れ クローゼットで使用できる can be used
in the closet bathroom and closet ●JAN：
4549131170399

¥6,912

●サイズ： 21cm×124cm×11cm 8.26in×48.81in×
4.33in重量： 298ｇ色： 白32個材質： スチール 塩化
ビニル樹脂 STEEL PVC 色々価格（JAN）： ＮＯア
ソート商品（JAN）： ＮＯ内容数： 1個入 ●柱間・コン
クリート壁など十分な強度を持つ場所に取り付けてくだ
さい。 Please use the tension pole between two
durable wall ●JAN：4549131181708

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

86415559

麻風ベーシックバスケット

86415560

白い伸縮式突っ張りポール１
２０－１９０ｃｍ１３－１６ｍｍ

86415561

86415562

木目伸縮式突っ張りポール１
２０－１９０ｃｍΦ１３－１６ｍｍ

白い伸縮式つっぱり棒１１５－
１９０ｃｍ（Φ１３ｍｍ／１６ｍｍ

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価162円（税込）×72

●単価216円（税込）×28

●単価216円（税込）×28

●単価216円（税込）×32
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カテゴリ

リビング・リビ
ング小物

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415563

商品画像

商品名

木目伸縮式つっぱり棒１１５－
１９０ｃｍ（Φ１３ｍｍ／１６ｍｍ

単価×入数

●単価216円（税込）×32

販売価格
（税込）

商品仕様

¥6,912

●サイズ： 21cm×124cm×11cm 8.26in×48.81in×
4.33in重量： 298ｇ色： 木目16個、ダーク木目16個材
質： スチール 塩化ビニル樹脂 STEEL PVC 色々価
格（JAN）： ＮＯアソート商品（JAN）： ＮＯ内容数： 1
個入 ●柱間・コンクリート壁など十分な強度を持つ場
所に取り付けてください。 Please use the tension pole
between two durable wall ●JAN：4549131181715

¥5,616

●サイズ： 85－120cm19-22mm重量： 395ｇ色： ホワ
イトwhite16個、ダークブラウンｄａｒｋ ｂｒｏｗｎ3個、木目
ｇｒａｉｎ6個、ライトブラウン Ｌｉｇｈｔ ｂｒｏｗｎ1個材質： ス
チール 塩化ビニル 硬鋼線 ABS樹脂 steel vinyl
chloride hard steel wire abs resin内容数： 1本入 ●
カーテンやバスカーテンなどのご使用 curtains and
shower curtain can be used ●JAN：4549131199574

86415564

白い木目伸縮式突っ張りポー
ル８５－１２０ｃｍΦ１９－２２ｍ
ｍ

リビング・リビ
ング小物

86415565

ナチュラルレース付きカフェ
カーテン４５ｘ１０５ｃｍ

●単価216円（税込）×96

¥20,736

●重量： 92ｇ色： A柄8個、B柄4個材質： 綿 １００％
Cotton 100pct内容数： 1個入 ●装飾や目隠しに丈の
短いカフェカーテンを Cafe-style curtain for
decoration of use as a window blind. ●JAN：
4549131270938

リビング・リビ
ング小物

86415566

折りたたみマガジンサイズラッ
ク（Ｌ）

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●重量： 170ｇ色： BEIGE3個、BROWN7個材質： 木
（ポプラ） ポリエステル WOOD poplar POLYESTER内
容数： 1個入 ●オリタタミマガジンサイズラック L
FOLDING FABRIC RACK-LARGE-BASIC- ●JAN：
4549131292428

¥6,480

●サイズ： 62cm×40cm×1cm 24.4in×15.74in×
0.39in重量： 410ｇ色： オフホワイト（offwhite）30個材
質： 鉄（PEコーティング） Steel PE Coating内容数： 1
枚入 ●フックやワイヤー棚を掛けてお部屋、台所、事
務所で使用すると収納できて便利です。別売りの結束
バンド、ジョイントを使えば連結、組み立ても楽しめま
す。本品中の鉄線は外3.9mm、内1.5mmの上にコーティ
ングしております。 It is useful if you use this product
with joints or banding bands sold separately when you
tidy up your room kitchen or office ●JAN：
4549131312058

¥6,480

●サイズ： 80cm×30cm×1cm 31.49in×11.81in×
0.39in重量： 420ｇ色： オフホワイト（offwhite）30個材
質： 鉄（PEコーティング） Steel PE Coating内容数： 1
枚入 ●フックやワイヤー棚を掛けてお部屋、台所、事
務所で使用すると収納できて便利です。別売りの結束
バンド、ジョイントを使えば連結、組み立ても楽しめま
す。本品中の鉄線は外3.9mm、内1.5mmの上にコーティ
ングしております。 It is useful if you use this product
with joints or banding bands sold separately when you
tidy up your room kitchen or office ●JAN：
4549131312065

¥6,912

●サイズ： 62cm×0.5cm×40cm 24.4in×0.2in×
15.7in重量： 433ｇ色： オフホワイト32個材質： スチー
ル（ポリエチレンコーティング） Steel-Polyethylene
coating-アソート商品（JAN）： オフホワイト 32pcs
Off-white 32pcs内容数： 1個入 ●製造上どうしても2
か所のワイヤー切断跡があります。 There are two
cutting sections remained due to mechanical
processes. ●JAN：4549131322149

¥12,960

●重量： 140ｇ色： 赤 Red16個、緑 Green12個、青
Blue12個、茶 Brown20個材質： ポリエステル EVA
PVC Polyester Ethylene-vinyl acetate Polyvinyl
chloride内容数： 1個入 ●履物として、屋内外問わず
お使い頂くことが出来ます。 You can use as sandals
at inside and outside. ●JAN：4549131423006

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

86415567

86415568

ワイヤーネット約６２×４０ｃｍ
オフホワイトΦ３．９ｍｍＫ２７

ワイヤーネット約８０×２９．５ｃ
ｍオフホワイトΦ３．９ｍｍＫ

86415569

ワイヤーネット約６２×４０ｃｍ
オフホワイト（φ３．９ｍｍ）Ｋ

86415571

杢調カジュアルスリッパ無地
外縫い ２７ｃｍ

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価216円（税込）×26

●単価216円（税込）×30

●単価216円（税込）×30

●単価216円（税込）×32

●単価216円（税込）×60
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カテゴリ

リビング・リビ
ング小物

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415572

商品画像

商品名

マイクロビーズクッション（円柱
形）

単価×入数

●単価216円（税込）×30

販売価格
（税込）

商品仕様

¥6,480

●重量： 85ｇ色： グリーン10個、ネイビー12個、オレン
ジ8個材質： 表生地ポリエステル 92 ポリウレタン 8
詰め物マイクロビーズ Outer material 92 Polyester 8
PU StuffingMicro beads内容数： 1個入 ●マイクロ
ビーズクッション（円柱形） Micro Bead Cushion Cylindrical- ●JAN：4549131423785

リビング・リビ
ング小物

86415573

テーブルランナー （２５×１２
０ｃｍ） 初回セット

●単価216円（税込）×64

¥13,824

●重量： 0.2ｇ色： 454913142939816個、
454913142940416個、454913142941116個、
454913142942816個材質： 塩化ビニール樹脂 ポリエ
ステル PVC Polyester内容数： 1個入 ●２００円テー
ブルランナー初回セット Table Runner -25cm x 120cm
- ●JAN：4549131429350

リビング・リビ
ング小物

86415574

テーブルランナー①（２５×１２
０ｃｍ）

●単価216円（税込）×64

¥13,824

●重量： 0.2ｇ材質： 塩化ビニール樹脂 ポリエステル
PVC Polyester内容数： 1個入 ●テーブルランナー①
（25×120ｃｍ） Table Runner 1 25cmx120cm ●JAN：
4549131429398

リビング・リビ
ング小物

86415575

テーブルランナー②（２５×１２
０ｃｍ）

●単価216円（税込）×64

¥13,824

●重量： 0.2ｇ材質： 塩化ビニール樹脂 ポリエステル
PVC Polyester内容数： 1個入 ●テーブルランナー②
（25×120ｃｍ） Table Runner 2 25cm x 120cm ●
JAN：4549131429404

リビング・リビ
ング小物

86415576

テーブルランナー③（２５×１２
０ｃｍ）

●単価216円（税込）×64

¥13,824

●重量： 0.2ｇ材質： 塩化ビニール樹脂 ポリエステル
PVC Polyester内容数： 1個入 ●テーブルランナー③
（25×120ｃｍ） Table Runner 3 25cm x 120cm ●
JAN：4549131429411

リビング・リビ
ング小物

86415577

テーブルランナー④（２５×１２
０ｃｍ）

●単価216円（税込）×64

¥13,824

●重量： 0.2ｇ材質： 塩化ビニール樹脂 ポリエステル
PVC Polyester内容数： 1個入 ●テーブルランナー④
（25×120ｃｍ） Table Runner 4 25cm x 120cm ●
JAN：4549131429428

リビング・リビ
ング小物

86415578

ヌードクッション（４５×４５ｃｍ）

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●重量： 250ｇ材質： ポリエステル100％
polyester100色々価格（JAN）： なしアソート商品
（JAN）： none内容数： 1個入 ●ヌードクッション（45Ｘ
45ｃｍ） Inner Cushion ●JAN：4549131447279

リビング・リビ
ング小物

86415579

トイレマット（サンゴマイヤー、
グレー）

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●重量： 84ｇ材質： ポリエステル、 ポリウレタンフォー
ム、 塩化ビニル樹脂 Polyester Polyurethane foam
Polyvinyl chloride内容数： 1個入 ●トイレマット（サン
ゴマイヤー、グレー） Toilet Mat-Coral MicrofiberGray- ●JAN：4549131453584

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

86415580

トイレマット（サンゴマイヤー、
ミントグリーン）

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●重量： 84ｇ材質： ポリエステル、 ポリウレタンフォー
ム、 塩化ビニル樹脂 Polyester Polyurethane foam
Polyvinyl chloride内容数： 1個入 ●トイレマット（サン
ゴマイヤー、ミントグリーン） Toilet Mat-Coral
Microfiber-Mint Green- ●JAN：4549131453591

86415581

丸座布団 ４０ｃｍコーン・ガマ
アソート

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 320ｇ色： コーン 6個、ガマ2個材質： コーン
ガマ Corn Reed色々価格（JAN）： 無しアソート商品
（JAN）： 無し内容数： 1個入 ●丸座布団 コーン ガ
マ Round Floor Cushion-Corn-Reed ●JAN：
4549131466775

¥5,184

●重量： 204ｇ色： チャコールグレー9個、グレージュ9
個、ぺールグリーン6個材質： ポリプロピレン スチール
PP Steel色々価格（JAN）： 無しアソート商品（JAN）：
無し内容数： 1個入 ●ＰＰ素材収納バスケット PP
Storage Baskets ●JAN：4549131466799

¥12,960

●重量： 240ｇ色： アイボリー3個、ブラウン3個材質：
不織布（表面 ポリエステル 裏側 ポリプロピレン）
100％ 紙 ポリプロピレン non-woven100pct-outside
polyester -inside polypropylene polypropylene paper内
容数： 1個入 ●タ付カラーＢＯＸ対応ハーフ収納ボッ
クス籐柄 Storage Box Wisteria Half whit Lid ●JAN：
4549131480962

86415582

86415587

商品画像

ＰＰ素材 収納バスケット

フタ付カラーＢＯＸ対応ハーフ
収納ボックス籐柄

●単価216円（税込）×24

●単価216円（税込）×60

フタ付カラーＢＯＸ対応ハーフ
収納ボックスデニム柄

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●重量： 240ｇ色： グレー2個、ブルー4個材質： 不織
布（表面 ポリエステル 裏側 ポリプロピレン）100％
紙 ポリプロピレン non-woven100pct-outside
polyester -inside polypropylene polypropylene paper内
容数： 1個入 ●フタ付カラーBOX対応ハーフ収納ボッ
クスデニム柄 Storage Box Denim Half whit Lid ●
JAN：4549131480979

#N/A

猫クッション

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 190ｇ色： 黒猫1個、濃いグレー猫1個、薄い
グレー猫1個、茶猫1個材質： ポリエステル１００％
Polyester 100pct内容数： 1個入 ●猫クッション Cat
Cushion ●JAN：4549131484489

リビング・リビ
ング小物

#N/A

男性用ワクワクサンダル２６．
５ｃｍ２７．５ｃｍアソート

●単価270円（税込）×48

¥12,960

●重量： 240ｇ材質： EVA樹脂 EVA内容数： 1個入
●男性用ワクワクサンダル26.5ｃｍ27.5ｃｍアソート
Exciting Sandals for men 26.5cm 27.5cm ●JAN：
4549131292886

リビング・リビ
ング小物

#N/A

スタッキング収納バスケット
（長方形 グレージュ）

●単価270円（税込）×48

¥12,960

●重量： 195ｇ材質： スチール ポリプロピレン Steel
Polypropylene内容数： 1個入 ●スタッキング収納バ
スケット（長方形 グレージュ） Stackable Storage
Basket-Rectangular Grayish Beige- ●JAN：
4549131357615

リビング・リビ
ング小物

86415588

リビング・リビ
ング小物

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

リビング・リビ
ング小物

86415593

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

スタッキング収納バスケット
（長方形 チャコールグレー）

●単価270円（税込）×48

¥12,960

●重量： 195ｇ材質： スチール ポリプロピレン Steel
Polypropylene内容数： 1個入 ●スタッキング収納バ
スケット（長方形 チャコールグレー） Stackable
Storage Basket-Rectangular Charcoal Gray- ●JAN：
4549131357622

86415594

仕切りＢＯＸ（デニム・ペールグ
リーン）

●単価270円（税込）×42

¥11,340

●重量： 225ｇ材質： スチール ポリプロピレン Steel
Polypropylene内容数： 1個入 ●仕切りＢＯＸ（デニム・
ペールグリーン） Partitioned Box-Denim-Pale Green●JAN：4549131357639

86415595

ティッシュＢＯＸカバー

●単価270円（税込）×36

¥9,720

●重量： 218ｇ材質： スチール ポリプロピレン Steel
Polypropylene内容数： 1個入 ●ティッシュBOXカバー
Tissue Box Cover ●JAN：4549131357660

¥9,720

●重量： 360ｇ色： ブルー20個、白16個材質： 不織
布（表面 ポリエステル 裏側 ポリプロピレン）100％
紙 ポリプロピレン non-woven100pct-outside
polyester -inside polypropylene polypropylene paper内
容数： 1個入 ●フタ付カラーＢＯＸ対応収納ボックス
のりもの柄 Storage Box Cars with cover ●JAN：
4549131382761

¥9,720

●重量： 370ｇ色： ブルー20個、白16個材質： 不織
布（表面 ポリエステル 裏側 ポリプロピレン）100％
紙 ポリプロピレン non-woven100pct-outside
polyester -inside polypropylene polypropylene paper内
容数： 1個入 ●フタ付収納ボックス約３０ｘ２５ｃｍのり
もの柄 Storage Box with cover approx. 30x25cm Cars
●JAN：4549131382778

¥9,720

●重量： 370ｇ色： ブルー20個、白16個材質： 不織
布（表面 ポリエステル 裏側 ポリプロピレン）100％
紙 ポリプロピレン non-woven100pct-outside
polyester -inside polypropylene polypropylene paper内
容数： 1個入 ●カラーＢＯＸ対応収納ボックスのりも
の柄 Storage Box Cars ●JAN：4549131382785

86415597

商品画像

商品名

フタ付カラーＢＯＸ対応収納
ボックスのりもの柄

●単価270円（税込）×36

86415598

フタ付収納ボックス約３０ｘ２５
ｃｍのりもの柄

86415599

カラーＢＯＸ対応収納ボックス
のりもの柄

リビング・リビ
ング小物

86415601

ＤＸ健康サンダル ボーダー
２７ｃｍ

●単価270円（税込）×30

¥8,100

●重量： 187ｇ色： ブラウン7個、ネビー10個、グレー
13個材質： 甲：ポリエステル100％ 中敷：ＰＶＣ 底：
ＥＶＡ UPPER POLYESTER100pct INSOLE PVC
OUTSOLE EVA内容数： 1個入 ●健康サンダル
Health Sandal ●JAN：4549131410426

リビング・リビ
ング小物

86415602

ＤＸ健康サンダル ボーダー
２５ｃｍ

●単価270円（税込）×30

¥8,100

●重量： 162ｇ色： BR7個、NV10個、GR10個、RE3個
材質： 甲：ポリエステル100％ 中敷：ＰＶＣ 底：ＥＶＡ
UPPER POLYESTER100PCT INSOLE PVC OUTSOLE
EVA内容数： 1個入 ●健康サンダル Health Sandal
●JAN：4549131410433

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価270円（税込）×36

●単価270円（税込）×36
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カテゴリ

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415603

商品画像

商品名

カラーＢＯＸ対応収納ボックス
籐柄

86415604

カラーＢＯＸ対応収納ボックス
デニム柄

86415605

フタ付収納ボックス約３０ｘ２５
ｃｍ籐柄

86415606

86415607

86415608

フタ付収納ボックス約３０ｘ２５
ｃｍデニム柄

フタ付カラーＢＯＸ対応収納
ボックス籐柄

フタ付カラーＢＯＸ対応収納
ボックスデニム柄

単価×入数

●単価270円（税込）×40

●単価270円（税込）×40

●単価270円（税込）×40

●単価270円（税込）×40

●単価270円（税込）×32

●単価270円（税込）×32

販売価格
（税込）

商品仕様

¥10,800

●重量： 370ｇ色： アイボリー5個、ブラウン5個材質：
不織布（表面 ポリエステル 裏側 ポリプロピレン）
100％ 紙 ポリプロピレン non-woven100pct-outside
polyester -inside polypropylene polypropylene paper内
容数： 1個入 ●カラーＢＯＸ対応収納ボックス籐柄
Storage Box Wisteria ●JAN：4549131480986

¥10,800

●重量： 370ｇ色： グレー4個、ブルー6個材質： 不織
布（表面 ポリエステル 裏側 ポリプロピレン）100％
紙 ポリプロピレン non-woven100pct-outside
polyester -inside polypropylene polypropylene paper内
容数： 1個入 ●カラーＢＯＸ対応収納ボックスデニム
柄 Storage Box Denim ●JAN：4549131480993

¥10,800

●重量： 370ｇ色： アイボリー5個、ブラウン5個材質：
不織布（表面 ポリエステル 裏側 ポリプロピレン）
100％ 紙 ポリプロピレン non-woven100pct-outside
polyester -inside polypropylene polypropylene paper内
容数： 1個入 ●フタ付収納ボックス約３０ｘ２５ｃｍ籐柄
Storage Box Wisteria with Lid ●JAN：4549131481006

¥10,800

●重量： 370ｇ色： グレー5個、ブルー5個材質： 不織
布（表面 ポリエステル 裏側 ポリプロピレン）100％
紙 ポリプロピレン non-woven100pct-outside
polyester -inside polypropylene polypropylene paper内
容数： 1個入 ●フタ付収納ボックス約３０ｘ２５ｃｍデニ
ム柄 Storage Box Denim with Lid ●JAN：
4549131481013

¥8,640

●重量： 360ｇ色： アイボリー4個、ブラウン4個材質：
不織布（表面 ポリエステル 裏側 ポリプロピレン）
100％ 紙 ポリプロピレン non-woven100pct-outside
polyester -inside polypropylene polypropylene paper内
容数： 1個入 ●フタ付カラーＢＯＸ対応収納ボックス
籐柄 Storage Box Wisteria with Lid ●JAN：
4549131481020

¥8,640

●重量： 360ｇ色： グレー4個、ブルー4個材質： 不織
布（表面 ポリエステル 裏側 ポリプロピレン）100％
紙 ポリプロピレン non-woven100pct-outside
polyester -inside polypropylene polypropylene paper内
容数： 1個入 ●フタ付カラーＢＯＸ対応収納ボックスデ
ニム柄 Storage Box Denim with Lid ●JAN：
4549131481037

リビング・リビ
ング小物

86415609

クッションサンダル ２７ｃｍ

●単価270円（税込）×60

¥16,200

●重量： 200ｇ色： ロイヤルブルー Royal blue10個、
スカイブルー Sky blue 10個材質： ＥＶＡ樹脂
Ethylene vinyl acetate内容数： 1個入 ●でこぼこの
クッションを敷いた サンダル CUSHION SANDALS
●JAN：4940921830163

リビング・リビ
ング小物

86415610

クッションサンダル ２５ｃｍ

●単価270円（税込）×60

¥16,200

●重量： 170ｇ色： ピンク Pink10個、パープル
Purple10個材質： ＥＶＡ樹脂 Ethylene vinyl acetate内
容数： 1個入 ●でこぼこのクッションを敷いた サンダ
ル CUSHION SANDALS ●JAN：4940921830170

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415611

86415612

商品画像

商品名

ジョイントラック用バスケット棚
４５ｘ２５ｘ６．５㎝クロームメ

白い伸縮式つっぱり棒１２０－
１９０ｃｍ（Φ１９ｍｍ／２２ｍｍ

86415613

木目伸縮式つっぱり棒１２０－
１９０ｃｍ（Φ１９ｍｍ／２２ｍｍ

86415614

ジョイントラック用棚４０×２５ｃ
ｍクロームメッキ

86415615

ジョイントラック用棚３０×３０ｃ
ｍクロームメッキ

86415616

ジョイントラック用棚４５×２０ｃ
ｍクロームメッキ

86415617

ジョイントラック用棚４５×２５ｃ
ｍクロームメッキ

86415618

白い伸縮式突っ張りポール１
２０－１９０ｃｍΦ１９－２２ｍｍ

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

単価×入数

●単価324円（税込）×20

●単価324円（税込）×24

●単価324円（税込）×24

●単価324円（税込）×20

●単価324円（税込）×24

●単価324円（税込）×20

●単価324円（税込）×20

●単価324円（税込）×20

販売価格
（税込）

商品仕様

¥6,480

●サイズ： 25cm×6.5cm×45cm 9.8in×2.6in×17.7in
重量： 480ｇ色： シルバーSilver20個材質： スチー
ル、クロムメッキ STEEL.CHROME PLATED内容数： 1
枚入 ●収納用品。組立の説明は包装の上でご覧くだ
さい Storage products. Installation instruction is
showed on card. ●JAN：4549131174052

¥7,776

●サイズ： 20cm×120cm×11cm 7.87in×47.24in×
4.33in重量： 504ｇ色： 白24個材質： スチール 塩化
ビニル樹脂 STEEL PVC 色々価格（JAN）： NOア
ソート商品（JAN）： NO内容数： 1本入 ●柱間・コンク
リート壁など十分な強度を持つ場所に取り付けてくださ
い。 Please use the tension pole between two durable
wall ●JAN：4549131181722

¥7,776

●サイズ： 20cm×120cm×11cm 7.87in×47.24in×
4.33in重量： 515ｇ色： 木目12個、ダーク木目12個材
質： スチール 塩化ビニル樹脂 STEEL PVC 色々価
格（JAN）： NOアソート商品（JAN）： NO内容数： 1本
入 ●柱間・コンクリート壁など十分な強度を持つ場所
に取り付けてください。 Please use the tension pole
between two durable wall ●JAN：4549131181739

¥6,480

●サイズ： 40cm×3cm×25cm 15.7in×1.2in×9.8in
重量： 425ｇ色： シルバーSilver20個材質： スチー
ル、クロームメッキ STEEL.CHROME PLATED.内容数：
1個入 ●収納用品。組立の説明は包装の上でご覧く
ださい。 Storage products. Installation instruction is
showed on card. ●JAN：4549131189810

¥7,776

●サイズ： 30cm×30cm×3cm 11.8in×11.8in×1.2in
重量： 400ｇ色： シルバー SILVER8個材質： スチー
ル、クロームメッキ STEEL.CHROME PLATED.内容数：
1個入 ●収納用品。組立の説明は包装の上でご覧く
ださい。 Storage products. Installation instruction is
showed on card. ●JAN：4549131189827

¥6,480

●サイズ： 20cm×3cm×45cm 7.9in×1.2in×17.7in
重量： 410ｇ色： シルバーSilver20個材質： スチー
ル、クロームメッキ STEEL.CHROME PLATED.内容数：
1枚入 ●収納用品。組立の説明は包装の上でご覧く
ださい。 Storage products. Installation instruction is
showed on card. ●JAN：4549131189834

¥6,480

●サイズ： 45cm×3cm×25cm 17.7in×1.2in×9.8in
重量： 450ｇ色： シルバー SILVER20個材質： スチー
ル、クロームメッキ STEEL.CHROME PLATED.内容数：
1個入 ●収納用品。組立の説明は包装の上でご覧く
ださい。 Storage products. Installation instruction is
showed on card. ●JAN：4549131189841

¥6,480

●サイズ： 120－190cm19-22mm重量： 555ｇ色： ホ
ワイトwhite20個材質： スチール 塩化ビニル 硬鋼線
ABS樹脂 steel vinyl chloride hard steel wire abs resin
内容数： 1本入 ●カーテンやバスカーテンなどのご使
用 use such as a curtain or the bus curtain
●
JAN：4549131199581
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カテゴリ

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415619

86415620

86415621

商品画像

商品名

木目伸縮式突っ張りポール１
２０－１９０ｃｍΦ１９－２２ｍｍ

ジョイントラック用バスケット棚
４０ｘ２５ｘ６．５㎝クロームメ

ナチュラルフタ付収納ＢＯＸ（３
０Ｘ２５Ｘ２０ｃｍ）

単価×入数

●単価324円（税込）×20

●単価324円（税込）×20

●単価324円（税込）×24

販売価格
（税込）

商品仕様

¥6,480

●サイズ： 120－190cm19-22mm重量： 550ｇ色： 木
目grain10個、ダークブラウンdark brown10個材質： ス
チール 塩化ビニル 硬鋼線 ABS樹脂 steel vinyl
chloride hard steel wire abs resin内容数： 1本入 ●
カーテンやバスカーテンなどのご使用 use such as a
curtain or the bus curtain
●JAN：4549131199598

¥6,480

●サイズ： 25cm×40cm×6.5cm 9.8in×15.7in×2.6in
重量： 430ｇ色： シルバーSilver20個材質： スチー
ル、クロームメッキ STEEL.CHROME PLATED内容数：
1個入 ●収納用品。組立の説明は包装の上でご覧く
ださい。 Storage products. Installation instruction is
showed on card. ●JAN：4549131232929

¥7,776

●重量： 500ｇ色： 水玉（クロ）6個、無地14個、エッ
フェル4個材質： 表地 綿40％ 麻30％ ポリエステル
30％ 裏地 不織布 底板 紙 outside cotton 40pct
hemp 30pcto polyester 30pct inside nonwocen fabric
bottom paper内容数： 1個入 ●ナチュラルフタ付収納
ＢＯＸ（３０Ｘ２５Ｘ２０ｃｍ） Natural Cover Storing Box
●JAN：4549131294927

リビング・リビ
ング小物

86415622

ナチュラルフタ付収納ＢＯＸ（カ
ラーＢＯＸハーフサイズ）２７Ｘ

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 458ｇ色： 水玉（クロ）6個、無地14個、エッ
フェル4個材質： 表地 綿40％ 麻30％ ポリエステル
30％ 裏地 不織布 底板 紙 outside cotton 40pct
hemp 30pcto polyester 30pct inside nonwocen fabric
bottom paper内容数： 1個入 ●ナチュラルフタ付収納
ＢＯＸ（カラーＢＯＸハーフサイズ）２７Ｘ Natural Cover
Storing Box ●JAN：4549131294934

リビング・リビ
ング小物

86415624

低反発入り コンフォートスリッ
パ 女性用２５ＣＭ

●単価324円（税込）×40

¥12,960

●重量： 200ｇ色： R6個、BR10個、GY12個、BL12個
材質： ポリエステル100％（底の部分：プラスチック製）
polyester 100pct内容数： 1個入 ●スリッパ slipper
●JAN：4549131298277

リビング・リビ
ング小物

86415625

外用コイル玄関マット

●単価324円（税込）×26

¥8,424

●重量： 548ｇ色： ブルー8個、チャコール10個、グ
リーン8個材質： ＰＶＣ PVC内容数： 1個入 ●外用
コイル玄関マット OUT DOOR MAT ●JAN：
4549131344783

86415626

収納ＢＯＸ麻風、組み立て式、
グレー

¥12,960

●重量： 243ｇ色： 無し10個材質： ポリエステル 紙
塩化ビニル樹脂 Polyester Paper PVC色々価格
（JAN）： 無しアソート商品（JAN）： 無し内容数： 1個
入 ●収納ＢＯＸ麻風組み立て式グレー Storage Box
Faux Linen Collapsible Gray ●JAN：4549131367249

86415627

収納ＢＯＸ麻風、組み立て式、
アイボリー

¥12,960

●重量： 243ｇ色： 無し10個材質： ポリエステル 紙
塩化ビニル樹脂 Polyester Paper PVC色々価格
（JAN）： 無しアソート商品（JAN）： 無し内容数： 1個
入 ●収納BOX麻風組み立て式アイボリー Storage
Box Faux Linen Collapsible Lvory ●JAN：
4549131367256

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価324円（税込）×40

●単価324円（税込）×40
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

リビング・リビ
ング小物

86415630

低反発入り外縫いねこ柄ス
リッパ ２６ｃｍ

●単価324円（税込）×48

¥15,552

●重量： 150ｇ色： ピンク3個、ブルー5個、ライトブラ
ウン4個材質： 甲 ポリエステル100％ 中敷 ポリエス
テル100％ 底 PVC UPPER POLYESTER100pct
INSOLE POLYESTER100pct OUTSOLE PVC内容数：
1個入 ●スリッパ Slippers ●JAN：4549131392616

リビング・リビ
ング小物

86415631

転び止め棚（ジョイントラック
用、フチ付、４５ｘ２５ｃｍ）

●単価324円（税込）×20

¥6,480

●サイズ： 45x25cm重量： 442ｇ材質： 鉄 steel内容
数： 1個入 ●転び止め棚（ジョイントラック、フチ付、45
ｘ25ｃｍ） Chrome Plated Shelf -For Joint Racks Flanged - 45cm x 25cm - ●JAN：4549131410044

リビング・リビ
ング小物

86415632

転び止め棚（ジョイントラック、
フチ付、４０ｘ２５ｃｍ）

●単価324円（税込）×20

¥6,480

●サイズ： 45x25cm重量： 442ｇ材質： 鉄 steel内容
数： 1個入 ●転び止め棚（ジョイントラック、フチ付、40
ｘ25ｃｍ） Chrome Plated Shelf -For Joint Racks Flanged - 45cm x 25cm - ●JAN：4549131410051

リビング・リビ
ング小物

86415633

ひものれんベージュ１００ｃｍ
×１８０ｃｍ

●単価324円（税込）×48

¥15,552

●重量： 270ｇ材質： ポリエステル100％ Polyester
100 percent内容数： 1枚入 ●ひも状になったのれん
です。 It is string type shop curtains. ●JAN：
4549131425642

リビング・リビ
ング小物

86415634

ひものれんブラック・ホワイト・
ブルーＭＩＸ１００ｃｍ×１８

●単価324円（税込）×48

¥15,552

●重量： 270ｇ材質： ポリエステル100％ Polyester
100 percent内容数： 1枚入 ●ひも状になったのれん
です。 It is string type shop curtains. ●JAN：
4549131425659

86415635

和柄座布団 渦巻き ５０×５
０ｃｍ

¥7,776

●重量： 260ｇ色： グリーン8個、紫16個材質： ポリエ
ステル80％ 綿20％ ポルエステル100％
polyester80pct cotton20pct polyester100pctアソート商
品（JAN）： グリーン8 紫16 green8 purple16内容数：
1個入 ●和柄座布団 渦巻き 50X50cm FLOOR
CUSHION ●JAN：4549131427660

リビング・リビ
ング小物

商品画像

商品名

●単価324円（税込）×24

リビング・リビ
ング小物

86415636

和柄座布団 唐草 ５０×５０ｃ
ｍ

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 260ｇ色： 紫8個、グリーン16個材質： ポリエ
ステル80％ 綿20％ ポルエステル100％
polyester80pct cotton20pct polyester100pctアソート商
品（JAN）： 赤8 グリーン16 red8 green16内容数： 1
個入 ●和柄座布団 唐草 50X50cm FLOOR
CUSHION ●JAN：4549131427677

リビング・リビ
ング小物

86415637

網戸替え用防虫網（２４メッ
シュ）９１ｃｍ×２ｍ（グレー）

●単価324円（税込）×30

¥9,720

●サイズ： 91cm×0.2cm×200cm 35.8in×0.1in×
78.7in重量： 140ｇ色： グレー30個材質： ポリプロピレ
ン polypropylene内容数： 1本入 ●網戸用替え網
24メッシュ anti insect window screen 24meshes ●
JAN：4549131428056

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品画像

商品名

単価×入数

リビング・リビ
ング小物

86415638

ストレージボックス（麻風、ロゴ
入り）

●単価324円（税込）×72

リビング・リビ
ング小物

86415639

麻風収納ＢＯＸ

●単価324円（税込）×40

86415640

アルミ保温シート（１８０×１８
０ｃｍ）

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

86415641

86415642

ルームシューズ（２８ｃｍ）

仕切り付収納ＢＯＸ ６マス

●単価324円（税込）×20

●単価324円（税込）×30

●単価324円（税込）×32

販売価格
（税込）

商品仕様

¥23,328

●重量： 133ｇ色： グレー8個、ベージュ6個、ブラウン
4個材質： ポリエステル100pct EVA樹脂 不織布ポリ
プロピレン スチール poiyester100pct EVA nonwoven fabricsPolypropylene steel色々価格（JAN）： 無
しアソート商品（JAN）： 無し内容数： 1個入 ●スト
レージボックス 麻風 ロゴ入り storage box faux linen
with logo ●JAN：4549131431940

¥12,960

●重量： 137ｇ色： グレー20個、ベージュ20個材質：
ポリエステル100pct 紙 塩化ビニル樹脂
polyester100pct paper pvc色々価格（JAN）： 無しア
ソート商品（JAN）： 無し内容数： 1個入 ●麻風収納
ＢＯＸ jute style storage box ●JAN：4549131431971

¥6,480

●サイズ： １８０×１８０ｃｍ重量： 197.9ｇ材質： アル
ミ蒸着フィルム 発泡ポリエチレン Aluminized film
Expanded polyethylene内容数： 1個入 ●アルミ保温
シート（180×180cm） Aluminum Thermal Sheet 180cm x 180cm - 70.9 x 70.9- ●JAN：
4549131440300

¥9,720

●重量： 71ｇ色： グレー12個、ネイビー12個、ブラウ
ン6個材質： ポリエステル100％、発泡ポリエチレン＋Ｅ
ＶＡ 100pct Polyester Expanded polyethylene EVA
resin内容数： 1個入 ●ルームシューズ（２８ｃｍ）
Room Slippers -US 10 - EU 44- ●JAN：
4549131451573

¥10,368

●重量： 230ｇ色： ライトグリーン2個、グリーン2個、ブ
ルー2個、ベージュ2個材質： 紙 ポリエステル 不織布
Polyester Paper Non-woven fabrics色々価格（JAN）：
無しアソート商品（JAN）： 無し内容数： 1個入 ●収
納BOX 6マス 仕切り付 Strage Box-With Dividers-6
Compartments ●JAN：4549131451856

リビング・リビ
ング小物

86415643

仕切り付収納ＢＯＸ １２マス

●単価324円（税込）×32

¥10,368

●重量： 230ｇ色： ライトグリーン2個、グリーン2個、ブ
ルー2個、ベージュ2個材質： 紙 ポリエステル 不織布
Polyester Paper Non-woven fabrics色々価格（JAN）：
無しアソート商品（JAN）： 無し内容数： 1個入 ●収
納ＢＯＸ １２マス 仕切り付 Strage Box-With
Dividers-12 Compartments ●JAN：4549131451863

リビング・リビ
ング小物

86415644

ダストボックス（麻風）

●単価324円（税込）×40

¥12,960

●重量： 240ｇ色： グレー5個、ベージュ5個材質： ポ
リエステル 紙 Polyester Paper色々価格（JAN）： 無し
アソート商品（JAN）： 無し内容数： 1個入 ●ダスト
ボックス 麻風 Trash Can ●JAN：4549131466751

リビング・リビ
ング小物

86415646

フラットリボンサンダル（２４ｃ
ｍ）

●単価324円（税込）×28

¥9,072

●重量： 153ｇ色： ピンク7個、ブルー7個、エメラルド7
個、紫7個材質： EVA樹脂 EVA内容数： 1個入 ●お
洒落なサンダル Beautiful sandals ●JAN：
4549131470208

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

リビング・リビ
ング小物

86415648

フラットリボンサンダル（２５ｃ
ｍ）

●単価324円（税込）×28

¥9,072

●重量： 153ｇ色： ピンク7個、ブルー7個、エメラルド7
個、紫7個材質： EVA樹脂 EVA内容数： 1個入 ●お
洒落なサンダル Beautiful sandals ●JAN：
4549131470222

リビング・リビ
ング小物

86415649

フロアマット ４４×７５ｃｍ

●単価324円（税込）×16

¥5,184

●重量： 330ｇ材質： ポリプロピレン100％ ポリエス
テル100％ ラテックス 100pct Polypropylene 100pct
Polyester Latexアソート商品（JAN）： なし NON内容
数： 1個×1個 ●フロアマット（４４×７５ｃｍ） Floor
Mat ●JAN：4549131489200

リビング・リビ
ング小物

86415650

３００円カラーマット（長方形）
約７５×４４ｃｍ

●単価324円（税込）×30

¥9,720

●重量： 300ｇ色： ブラウン10個、グリーン8個、ピンク
7個、ホワイト5個材質： 表面：PP、裏面：ラテックス
SURFACE PP UNDERSIDE LATEXアソート商品
（JAN）： なし内容数： 1個入 ●フロアーマットです
FLOOR MAT ●JAN：4947678032857

リビング・リビ
ング小物

86415651

３００円ロングカラーマット（約
９５×３４ＣＭ）

●単価324円（税込）×30

¥9,720

●重量： 300ｇ色： グリーン10個、ホワイト2個、ブラウ
ン12個、ピンク6個材質： 表面：PP、裏面：ラテックス
SURFACE PP UNDERSIDE LATEXアソート商品
（JAN）： なし内容数： 1個入 ●フロアーマットです
FLOOR MAT ●JAN：4947678032864

商品画像

商品名

リビング・リビ
ング小物

86415652

強力突っ張りポール７５－１２
０ｃｍΦ２５－２８ｍｍ

●単価432円（税込）×20

¥8,640

●サイズ： 75-120cm 25-28mm重量： 563ｇ色： ミル
キーホワイトmiky white10個、ホワイトwhite10個材質：
スチール ABS樹脂 TPR steel ABS resin TPR内容
数： 1本入 ●クローゼットや浴室や洗面所などの取り
付け such as a bathroom or washroom and rosette
mounting ●JAN：4549131199628

リビング・リビ
ング小物

86415653

カラーＢＯＸ用収納（デニム・
ペールグリーン）

●単価432円（税込）×30

¥12,960

●重量： 377ｇ材質： スチール ポリプロピレン Steel
Polypropylene内容数： 1個入 ●カラーＢＯＸ用収納
（デニム・ペールグリーン） Color Box Storage-Denim Pale Green- ●JAN：4549131357738

¥8,640

●重量： 587ｇ色： 無し20個材質： ポリエステル 紙
塩化ビニル樹脂 Polyester Paper PVC色々価格
（JAN）： 無しアソート商品（JAN）： 無し内容数： 1個
入 ●収納BOX麻風カラーBOX対応グレー Storage
Box Faux Linen Color Box Compatible Gray ●JAN：
4549131367225

¥8,640

●重量： 587ｇ色： 無し20個材質： ポリエステル 紙
塩化ビニル樹脂 Polyester Paper PVC色々価格
（JAN）： 無しアソート商品（JAN）： 無し内容数： 1個
入 ●収納BOX麻風カラーBOX対応アイボリー
Storage Box Faux Linen Color Box Compatible Lvory
●JAN：4549131367232

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

86415654

収納ＢＯＸ（麻風、カラーＢＯＸ
対応、グレー）

86415655

収納ＢＯＸ（麻風、カラーＢＯＸ
対応、アイボリー）

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価432円（税込）×20

●単価432円（税込）×20
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

リビング・リビ
ング小物

86415656

ミラー調レースカーテン１００ｃ
ｍ×１３８ｃｍ

●単価432円（税込）×80

¥34,560

●重量： 228ｇ材質： ポリエステル100％ Polyester
100 percent内容数： 1枚入 ●ミラー調のレースカー
テンです。 It is a mirror curtain ●JAN：
4549131375367

リビング・リビ
ング小物

86415657

レースカーテン１００ｃｍ×１７
６ｃｍ

●単価432円（税込）×64

¥27,648

●重量： 170ｇ材質： ポリエステル100％ Polyester
100 percent内容数： 1枚入 ●タック有のレースカーテ
ンです。 It is a lace curtain with tuck. ●JAN：
4549131377767

リビング・リビ
ング小物

86415658

レースカーテン１００ｃｍ×１９
８ｃｍ

●単価432円（税込）×48

¥20,736

●重量： 190ｇ材質： ポリエステル100％ Polyester
100 percent内容数： 1枚入 ●タック有のレースカーテ
ンです。 It is a lace curtain with tuck. ●JAN：
4549131377774

リビング・リビ
ング小物

86415659

ジョイントマット９Ｐ ブラウン

●単価432円（税込）×12

¥5,184

●重量： 47.2ｇ材質： EVA 樹脂 EVA Resin内容数：
9枚入 ●滑りますので ご注意ください。 Be careful
for slipping. ●JAN：4549131432114

リビング・リビ
ング小物

86415661

ジョイントマット（アイボリー、９
個）

●単価432円（税込）×12

¥5,184

●重量： 47.2ｇ材質： EVA 樹脂 EVA Resin内容数：
9枚入 ●滑りますので ご注意ください。 Be careful
for slipping. ●JAN：4549131459852

商品画像

商品仕様

リビング・リビ
ング小物

86415662

テーブルクロス連続柄レース
１２０×１５０ｃｍ

●単価432円（税込）×30

¥12,960

●容量： テーブルサイズ750～900mm×1100～
1300mm に対応重量： 569ｇ色： 白 White材質： 塩化
ビニール Vinyl chloride resin内容数： 1枚 1pcs ●
レース調の連続柄 柄の大きさに沿ってカットする事も
できます Concecutive pattern of lace style.You can
cut it along the size of the pattern. ●JAN：
4984343492271

リビング・リビ
ング小物

86415663

ミラー調レースカーテン１００ｃ
ｍ×１７６ｃｍ

●単価540円（税込）×64

¥34,560

●重量： 268ｇ材質： ポリエステル100％ Polyester
100 percent内容数： 1枚入 ●ミラー調のレースカー
テンです。 It is a mirror lace curtain. ●JAN：
4549131375374

リビング・リビ
ング小物

86415664

ミラー調レースカーテン１００ｃ
ｍ×１９８ｃｍ

●単価540円（税込）×48

¥25,920

●重量： 292ｇ材質： ポリエステル100％ Polyester
100 percent内容数： 1枚入 ●ミラー調のレースカー
テンです。 It is a mirror lace curtain. ●JAN：
4549131375381

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

リビング・リビ
ング小物

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415665

商品画像

商品名

ストレージボックス（麻風 ロゴ
入り カラーＢＯＸサイズ）

単価×入数

●単価540円（税込）×24

販売価格
（税込）

商品仕様

¥12,960

●重量： 220ｇ色： ブラウン6個、ベージュ8個、グレー
10個材質： ポリエステル100pct 不織布 EVA スチー
ル PVC Polyester100pct EVA Non-woven fabrics
Steel PVC色々価格（JAN）： 無しアソート商品（JAN）：
無し内容数： 1個入 ●ストレージボックス 麻風 ロゴ
入り カラーBOXサイズ Storage Box Faux Linen
With Logo Color Box Size ●JAN：4549131431957

¥10,800

●重量： 260ｇ色： WASHDAY8個、LAUNDRY8個、
HOW TO WASHDAY4個材質： 麻４４％ ポリエステル
４０％ 綿１３％ レーヨン３％ ポリエチレンコーテイン
グ 44pctHEMP 40pctPOLYESTER 13pctCOTTON
3pctRAYON POLYTHYLENE COATING内容数： 1個
入 ●裏面PEコーティングで防水・防カビ。シンプルデ
ザインで、お洒落です。麻と綿の素材でエコです。雑
誌・玩具・衣類など収納可で便利です。 ●JAN：
4549131466805

¥12,960

●重量： 330ｇ色： グレー10個、ベージュ10個材質：
ポリエステル100％ EVA樹脂 不織布ポリプロピレン
polyester100pct EVA Non woven fabrics polypropylene
内容数： 1個入 ●ランドリーバッグ メッシュカバー付
Laundry Bag With Mesh Cover ●JAN：
4549131422061

86415667

ランドリーボックス４０×４０×
５０ｃｍ）

86415668

ランドリーバッグ（メッシュカ
バー付）

リビング・リビ
ング小物

86415669

モチモチクッション ４０×４０ｃ
ｍ

●単価648円（税込）×16

¥10,368

●重量： 600ｇ材質： 95ポリ 5ポリウレタン
95POLYESTER 5POLYURETHANE色々価格（JAN）：
ピンク １ グリーン １ パープル １ ブルー １アソー
ト商品（JAN）： pink1 green1 purple 1 blue1内容数： 1
個入 ●モチモチクッション４０×４０ｃｍ Springy
Cushion -40cm x 40cm ●JAN：4549131473698

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415670

靴箱用脱臭剤 約１２０ｇ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 120ｇ色： 白10個材質： 活性炭、ベントナイ
ト Activated carbon bentonite内容数： 1個入 ●強力
脱臭、除湿 Powerful far-reaching deodorizing agent
●JAN：4549131082425

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415671

アイマスク（耳セン付）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 41ｇ色： なし10個材質： ポリエステル ポリ
ウレタン polyester polyurethane内容数： 1個入 ●
アイマスク（耳セン付） EYE MASK ●JAN：
4549131094916

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415672

消臭・除湿シューズ用

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 47.5ｇ色： 消臭・除湿シューズ用12個材質：
二酸化ケイ素100％ SILICON DIOXIDE100PCT内容
数： 2個入 ●消臭・除湿シューズ用 desiccant for
deodorization in shoes ●JAN：4549131150230

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415673

シルバー＆カラーブレスレット

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 35ｇ材質： ポリプロピレン Polypropylene内
容数： 1個入 ●アクセ－ブレスレット Accessories Bracelets ●JAN：4549131442557

リビング・リビ
ング小物

リビング・リビ
ング小物

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価540円（税込）×20

●単価648円（税込）×20
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415674

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

スポーツインソール（紳士用、
２４．５－２７．５ｃｍ）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 34.5ｇ材質： EVＡ樹脂、ポリエステル EVA
PS内容数： 1個入 ●スポーツインソール（紳士用、２
４．５-２７．５ｃｍ） Plantillas deportivas -Para hombre
- 24.5cm-27.5cm- ●JAN：4549131444575

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415675

靴の脱臭・除湿剤 ８袋入４足
分

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 240g／8bag色： なし1個材質： ベントナイ
ト、活性炭 Bentonite. Activated carbon内容数： 10
●靴の中に入れておくだけで防カビ、脱臭、除湿ができ
ます It is possible to prevent growing moldy to
deodrize and to dehumidify it only by putting it in
shoes ●JAN：4940921812527

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415676

ＲＯＳＳＯ ＢＩＡＮＣＯ ランチ
トートバック Ｍサイズ レッ

●単価162円（税込）×72

¥11,664

●重量： 155ｇ色： RED8個材質： ポリエステル
Polyester内容数： 1個入 ●お弁当袋 すべての年齢
層に適し Lunch bag suitable for all ages ●JAN：
4549131310047

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415677

ＲＯＳＳＯ ＢＩＡＮＣＯ ランチ
トートバック Ｍサイズ ホワ

●単価162円（税込）×72

¥11,664

●重量： 155ｇ色： White8個材質： ポリエステル
Polyester内容数： 1個入 ●お弁当袋 すべての年齢
層に適し Lunch bag suitable for all ages ●JAN：
4549131310054

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415678

組み立てシューズラック１５０
円

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 258ｇ色： ブラック12個材質： ポリプロピレン
PP内容数： 1個入 ●収納ラック storage rack ●
JAN：4549131334500

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415679

スタンダード トートバック
（Ｍ）

●単価216円（税込）×42

¥9,072

●重量： 268ｇ色： RED2個、Hunter Green2個、Navy2
個材質： ポリエステル Polyester内容数： 1個入 ●
お弁当袋 すべての年齢層に適し Lunch bag suitable
for all ages ●JAN：4549131310078

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415680

スーツケースベルトダイヤル
ロックタイプ

●単価216円（税込）×80

¥17,280

●重量： 115ｇ色： イエロー2個、オレンジ3個、ブルー
5個材質： ポリアセタール ポリプロピレン Polyacetal
Polypropylene内容数： 1個入 ●スーツケースベルト
ダイヤルロックタイプ Suitcase Belt -Combination
Lock- ●JAN：4549131333589

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415681

折りたたみ傘（無地ブラック）

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●サイズ： 24×4×4CM重量： 213ｇ材質： 鉄、ポリ
エステル、ポリプロピレン Iron 100 Polyester PP内容
数： 1個入 ●折りたたみ傘（無地ブラック） Folding
Umbrella -Plain Black- ●JAN：4549131430929

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

¥17,280

●重量： 160ｇ色： green4個、breaktime6個材質： ポ
リエステル６５％ 綿３５％ polyester 65pct cotton
35pct内容数： 1個入 ●デザイントートバッグ（ＧＲＥＥ
Ｎ＆ＢＲＥＡＫＴＩＭＥ）Ｌ ４２×４０×１３．５ｃｍ design
tote bag GREEN and BREAKTIME L 42x40x13.5cm ●
JAN：4549131483062

86415682

デザイントートバッグ（ＧＲＥＥ
Ｎ＆ＢＲＥＡＫＴＩＭＥ、Ｌ）

●単価216円（税込）×80

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415683

子供用傘４５ｃｍ 安全カバー
付 オレンジ

●単価216円（税込）×30

¥6,480

●サイズ： 親骨の長さ約45cm Length of center rib
17.7 inch重量： 210ｇ色： なし30個材質： ＥＶＡ樹脂、
ポリプロピレン、鉄 Ethylene vinyl acetate.
Polypropylene. Iron内容数： 1個入 ●手開き傘 The
umbrella which manual opens ●JAN：4940921828108

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415684

英文字プリントバッグ

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●重量： 145ｇ材質： 本体‐ポリエステル１００％ スト
ラップ‐ポリプロピレン１００％ BAG-POLYESTER
100pct STRAP-PP 100pct内容数： 1個入 ●バッグ
BAG ●JAN：4947678994353

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415685

つば広麦わら帽子

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●重量： 123ｇ色： 黒18個、ブラウン6個、デニム12個
材質： 麦わら ポリエステル straw polyester内容数：
1個入 ●つば広麦わら帽子 wide brimmed straw hat
●JAN：4549131374797

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415687

レディースファスナー長財布

●単価324円（税込）×64

¥20,736

●重量： 210ｇ色： アイボリー3個、ベージュ3個、ピン
ク2個材質： 塩化ビニル樹脂 PVC内容数： 1個入
●レディースファスナー長財布 Long Wallet -Zipped Ladies- ●JAN：4549131401875

衣料・バッグ・
服飾雑貨

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415688

マイクロビーズネックピロー
（ダークボーダー）

●単価324円（税込）×30

¥9,720

●重量： 105ｇ色： レッド10個、ネイビー10個、グリー
ン10個材質： 表生地：ポリエステル 92 ポリウレタン
8 裏生地：ポリエステル 100 詰め物：マイクロビーズ
Outer material 92 Polyester 8pu Lining 100 Polyester
StuffingMicro beads内容数： 1個入 ●マイクロビーズ
ネックピロー（ダークボーダー） Micro Bead Neck
Pillow -Dark Striped- ●JAN：4549131421163

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415689

レザー調ロングウォレット（ファ
スナータイプ）

●単価324円（税込）×64

¥20,736

●重量： 80ｇ色： こげ茶5個、キャメル3個材質： 塩化
ビニル樹脂 pvc内容数： 1個入 ●レザー調ロング
ウォレット（ファスナータイプ） Long Wallet -Synthetic
Leather - Zipped- ●JAN：4549131427066

¥9,720

●重量： 105ｇ色： Aタイプ10個、Bタイプ10個、Cタイ
プ10個材質： 表生地 92ポリエステル 8ポリウレタン 裏
生地 100 ポリエステル 詰め物 マイクロビーズ Outer
material 92 Polyester 8 PU Lining100 Polyester
StuffingMicro beads内容数： 1個入 ●マイクロネック
ピロー（Ｔｒａｖｅｌ） Micro Bead Neck Pillow -Travel- ●
JAN：4549131427653

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415690

マイクロネックピロー（Ｔｒａｖｅｌ）

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価324円（税込）×30
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ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415691

商品画像

商品名

とってもフィットするネックピ
ロー（ボタン付き）

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 160ｇ材質： ポリエステル１００％ polyester
100pct内容数： 1個入 ●フィットするネッククッション
（ボタン付き） Form Fitting Neck Cushion -With
Button- ●JAN：4549131428063

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415692

ジャンプ傘（６０ｃｍ、ＢＩＧサイ
ズ）

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●サイズ： 87×4×4cm重量： 353ｇ材質： 鉄、ポリエ
ステル、ポリプロピレン Iron 100 Polyester PPアソート
商品（JAN）： ブラック、ネイビー、グレー black navy
gray内容数： 1個入 ●ジャンプ傘（60ｃｍ、ＢＩＧサイ
ズ） Automatic Umbrella -60cm - 23.6 inch- Large●JAN：4549131431292

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415693

ボアバニティポーチ（レオパー
ド）

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●重量： 85ｇ材質： ポリエステル100ｐｃｔ
POLYESTER100pct内容数： 1個入 ●ボアバニティ
ポーチ（レオパード） Boa Cosmetic Bag -Leopard- ●
JAN：4549131448948

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415694

ＧＧカモフラリュック（ブラック）

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●重量： 280ｇ材質： 100ｐｃｔポリエステル、PVCコー
ティング 100pctPloyester PVCcoating内容数： 1個入
●GGカモフラリュック（ブラック） GG Camouflage
Backpack -Black- ●JAN：4549131452693

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415695

ＧＧカモフラリュック（ピンク）

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●重量： 280ｇ材質： 100ｐｃｔポリエステル、PVCコー
ティング 100pctPloyester PVCcoating内容数： 1個入
●ＧＧカモフラリュック（ピンク） GG Camouflage
Backpack -Pink- ●JAN：4549131452709

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415696

ＧＧカモフラリュック（ブルー）

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●重量： 280ｇ材質： 100ｐｃｔポリエステル、PVCコー
ティング 100pctPloyester PVCcoating内容数： 1個入
●ＧＧカモフラリュック（ブルー） GG Camouflage
Backpack -Blue- ●JAN：4549131452716

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415697

ＧＧカモフラリュック（ギャラク
シー）

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●重量： 280ｇ材質： 100ｐｃｔポリエステル、PVCコー
ティング 100pctPloyester PVCcoating内容数： 1個入
●ＧＧカモフラリュック（ギャラクシー） GG Camouflage
Backpack -Galaxy- ●JAN：4549131452723

¥9,720

●サイズ： 親骨の長さ約６５ｃｍ Length of center rib
approx 26 inchs重量： 380ｇ色： なし30個材質： EVA
樹脂、鉄 Ethylene vinyle acetate. Iron内容数： 1個入
●大きいサイズの傘なので 肩が濡れにくいです。
Large Size Umbrella helps keep your shoulders from
getting wet. ●JAN：4940921827040

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415700

６５ｃｍ 肩が濡れにくい傘

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価324円（税込）×30
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申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415701

２ｗａｙ巾着バッグ （トライバル
柄、モノトーン）

●単価432円（税込）×64

¥27,648

●重量： 160ｇ材質： ポリエステル65％ 綿35％
polyester65pct cotton35pct内容数： 1個入 ●ポーチ
Pouch ●JAN：4549131453942

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415702

２ｗａｙ巾着バッグ （トライバル
柄、レッド）

●単価432円（税込）×64

¥27,648

●重量： 160ｇ材質： ポリエステル65％ 綿35％
polyester65pct cotton35pct内容数： 1個入 ●ポーチ
Pouch ●JAN：4549131453959

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415703

２ｗａｙ巾着バッグ （トライバル
柄、ピンク）

●単価432円（税込）×64

¥27,648

●重量： 160ｇ材質： ポリエステル65％ 綿35％
polyester65pct cotton35pct内容数： 1個入 ●ポーチ
Pouch ●JAN：4549131453966

衣料・バッグ・
服飾雑貨

86415704

ブリーフケース ナイロンタイ
プ

●単価540円（税込）×30

¥16,200

●重量： 314ｇ色： 紺2個、ブラウン2個、カーキ2個材
質： ナイロン Nylon内容数： 1個入 ●ブリーフケー
ス Brief case ●JAN：4549131371864

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415705

小人の置物６種類アソート①
（高さ約１５ｃｍ）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 156ｇ色： イエロー2個、レッド2個、ネイビー2
個、ブラウン2個、タッググリーン2個、グリーン2個材質：
テラコッタ TERRA COTTA内容数： 1個入 ●小人の
置物６種類アソ－ト １５ｃｍ DWARF FIGURINE
APPROX.5.9IN ●JAN：4549131023114

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415706

小人の置物６種アソート②（高
さ約１３ｃｍ）

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 130ｇ色： イエロー2個、ブルー2個、パープル
2個、ブラウン2個、グリーン2個、レッド2個材質： テラ
コッタ TERRA COTTA内容数： 1個入 ●小人の置物
６種類アソ－ト １３ｃｍ DWARF FIGURINE
APPROX.5.1IN ●JAN：4549131023121

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415707

イボ付園芸支柱 長さ約１８０
ｃｍ直径約１６ｍｍ

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 251ｇ材質： プラスチック 鉄 Plastic iron内
容数： 1本入 ●支柱全体にイボが付いているので、
つるが巻き付きやすく滑り落ちるのを防ぎます。 A
vine is easy to twine around the pole by the
protuberances of the pole. ●JAN：4549131041644

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415708

イボ付園芸支柱 長さ約２１０
ｃｍ直径約１６ｍｍ

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 289ｇ材質： アイロンパイプ PE Kits more
iron pipe内容数： 1本入 ●支柱全体にイボが付いて
いるので、つるが巻き付きやすく滑り落ちるのを防ぎま
す。 A vine is easy to twine around the pole by the
protuberances of the pole. ●JAN：4549131041651

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415709

トンネル型支柱（約１５０ｃｍ、
１８０ｃｍアソート）

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 135ｇ内容数： 1本入 ●支柱全体にイボが
付いているので、つるが巻き付きやすく滑り落ちるのを
防ぎます。 A vine is easy to twine around the pole by
the protuberances of the pole. ●JAN：4549131059861

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415710

トンネル型支柱（約２１０ｃｍ）

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 227.5ｇ内容数： 1本入 ●支柱全体にイボが
付いているので、つるが巻き付きやすく滑り落ちるのを
防ぎます。 A vine is easy to twine around the pole by
the protuberances of the pole. ●JAN：4549131059878

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415711

自転車用かごネットＭ（２８０
×２８０ｍｍ）

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 90ｇ材質： ポリエステル、ゴム polyester
rubberアソート商品（JAN）： 紺6pcs ピンク4pcs Navy
blue 6pcs Pink 4pcs内容数： 1個入 ●ひったくり防止
に。 To prevent purse-snatching . ●JAN：
4549131149166

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415712

自転車用かごネットＳ（２５０×
２５０ｍｍ）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 80ｇ材質： ポリエステル、ゴム polyester
rubberアソート商品（JAN）： 紺6pcs ピンク4pcs Navy
blue 6pcs Pink 4pcs内容数： 1個入 ●ひったくり防止
に。 To prevent purse-snatching . ●JAN：
4549131149173

¥6,480

●重量： 53ｇ色： 緑 Green60個材質： スチール PE
樹脂皮膜 Steel PE resin film内容数： 3本入 ●支柱
全体に突起が付いているので つるが巻き付きやすく
滑り落ちるのを 防ぎます。 The vine could be easy
coiled round and hard to slip down because of
projection being with the whole prop. ●JAN：
4549131149555

¥6,480

●重量： 45ｇ色： 緑 Green60個材質： スチール PE
樹脂皮膜 Steel PE resin film内容数： 3本入 ●支柱
全体に突起が付いているので つるが巻き付きやすく
滑り落ちるのを 防ぎます。 The vine could be easy
coiled round and hard to slip down because of
projection being with the whole prop. ●JAN：
4549131149562

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415713

86415714

商品画像

園芸支柱 Φ８×９０㎝ ３Ｐ

園芸支柱 Φ８×７５㎝ ３Ｐ

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×60

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415715

園芸支柱 Φ１１×９０ｃｍ ２
Ｐ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 72.5ｇ色： 緑 Green60個材質： スチール
PE樹脂皮膜 Steel PE resin film内容数： 2本入 ●
支柱全体に突起が付いているので つるが巻き付きや
すく滑り落ちるのを 防ぎます。 The vine could be
easy coiled round and hard to slip down because of
projection being with the whole prop. ●JAN：
4549131149579

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415716

洗車スポンジ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 43ｇ色： ブルー10個材質： ポリウレタン
POLYURETHANE内容数： 1個入 ●せんしゃすぽんじ
car washing ●JAN：4549131167283

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415717

86415718

商品画像

商品名

ゴムヘラ

イボ付園芸支柱３本組み 長
さ約９０ｃｍ直径約８ｍｍ

単価×入数

●単価108円（税込）×96

●単価108円（税込）×50

販売価格
（税込）

商品仕様

¥10,368

●サイズ： 10cm×18cm×1.5cm 3.9in×7.1in×0.6in
重量： 90ｇ色： 赤褐色（reddish brown）12個材質： ヘ
ラ部分：天然ゴム 柄部分：ＡＢＳ ネジ部分：スチール
Rubber Acrylonitrile butadiene styrene Steel内容数：
1個入 ●フィルムを貼る作業、タイルの目地埋め、コー
キングに便利なゴムヘラです。 This rubber spatula is
useful for film works caulking joints of tile and so on.
●JAN：4549131175653

¥5,400

●重量： 170ｇ色： 支柱50個材質： プラスチック 鉄
PLASTIC IRON色々価格（JAN）： なしアソート商品
（JAN）： なし内容数： 3本1個 ●支柱全体にイボが
付いているので、つるが巻き付きやすく滑り落ちるのを
防ぎます。 The vine could be easy coiled round and
hard to slip down because of projection being with the
whole prop ●JAN：4549131177954

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415719

イボ付園芸支柱２本組み 長
さ約１２０ｃｍ直径約１１ｍｍ

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 200ｇ色： 支柱50個材質： プラスチック 鉄
PLASTIC IRON色々価格（JAN）： なしアソート商品
（JAN）： なし内容数： 2本1個 ●支柱全体にイボが
付いているので、つるが巻き付きやすく滑り落ちるのを
防ぎます。 The vine could be easy coiled round and
hard to slip down because of projection being with the
whole prop ●JAN：4549131177961

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415720

ナイロン熊手

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 140ｇ色： ピンク4個、エメラルドグリーン4個
材質： 本体：ナイロン、取手：ポリ塩化ビニール
BODY-NYLON. HANDLE-PVC内容数： 1個入 ●お美
しい庭を作りますよう！ for beautiful garden ●JAN：
4549131188851

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415721

折り込み６角棒レンチ７本セッ
トＫ４５

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●サイズ： 2.6cm×9.5cm×1.7cm 1in×3.7in×0.7in重
量： 97ｇ色： 赤4個、黄8個材質： ABS樹脂（カバー部
分） カーボンスチール45鋼（クロムメッキ） ABS
Carbon steel No.45 steel Chrome platingアソート商品
（JAN）： 赤4pcs 黄8pcs Red 4pcs Yellow 8pcs内容
数： 1個入 ●レンチサイズ：1.5ｍｍ、2.0ｍｍ、2.5ｍ
ｍ、3.0ｍｍ、4.0ｍｍ、5.0ｍｍ、6.0ｍｍ Wrench size
1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm ●
JAN：4549131230048

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415722

カラースコップ

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●重量： 160ｇ色： dark brown4個、ivory8個、red3個
材質： スチール steel内容数： 1個入 ●カラースコッ
プ colorful shovel ●JAN：4549131241471

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415723

素焼植木鉢約Φ１３ｃｍ

●単価108円（税込）×24

¥2,592

●重量： 400ｇ色： ブラウン24個材質： テラコッタ
Terracotta内容数： 1個入 ●素焼植木鉢約φ13ｃｍ
Unglazed Flowerpot -Approx.13cm ●JAN：
4549131261363

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415724

花台直径約１６ｃｍ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 148ｇ色： 黒6個、アイボリー6個材質： 鉄
ironアソート商品（JAN）： なし NO内容数： 1個入 ●
花台直径約20cm planter stand diameter approx20cm
●JAN：4549131261394

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415725

園芸支柱 Φ１６×１５０ｃｍ
１Ｐ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 195ｇ色： 緑 Green60個材質： スチール
PE樹脂皮膜 Steel PE resin film内容数： 1本入 ●
支柱全体に突起が付いているので つるが巻き付きや
すく滑り落ちるのを 防ぎます The vine could be easy
coiled round and hard to slip down because of
projection being with the whole prop ●JAN：
4549131278491

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415726

植木鉢６号（直径約１８ｃｍ×
高さ約１２ｃｍ）

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●容量： 2ｌ重量： 100ｇ材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●植木鉢６号（直径約１
８cm×高さ約１２ｃｍ） FlowerPotApprox.18cmxH12cm-7.1x4.7- ●JAN：4549131286304

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415727

鈴入りコロコロボール（大）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 70ｇ材質： 本体：ポリプロピレン 鈴 鉄
polypropylene iron内容数： 1個入 ●ペット遊び用
Pet toys ●JAN：4549131294637

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415728

園芸支柱（らせんイボ付約長
さ２１０ｃｍ直径１６ｍｍ）

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 270ｇ色： 青50個材質： 鉄 ポリエチレン
polyethylene steel内容数： 1個入 ●らせんイボ付園
芸支柱約長さ２１０ｃｍ直径１６ｍｍ ●JAN：
4549131298918

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415729

園芸支柱（らせんイボ付、約
長さ１８０ｃｍ直径１６ｍｍ）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 227ｇ色： 青60個材質： 鉄 ポリエチレン
polyethylene steel内容数： 1個入 ●らせんイボ付園
芸支柱約長さ１８０ｃｍ直径１６ｍｍ ●JAN：
4549131298925

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415730

素焼植木鉢３個入（直径約８ｃ
ｍ）

●単価108円（税込）×36

¥3,888

●重量： 100ｇ色： ブラウン12個材質： テラコッタ
Terracotta内容数： 3個入 ●素焼植木鉢３個入（直径
約８ｃｍ） Unglazed Flowerpot -3pcs approx diameter
8cm ●JAN：4549131306866

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415731

素焼植木鉢皿３枚入（直径約
７．５ｃｍ）

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 45ｇ色： ブラウン10個材質： テラコッタ
Terracotta内容数： 3個入 ●素焼植木鉢皿３枚入（直
径約７．５ｃｍ） ●JAN：4549131306873

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415732

６号浅鉢（直径１８ｃｍ×高さ１
４ｃｍ）

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●容量： 2ｌ重量： 112ｇ色： ブラウンミカゲ10個材質：
ポリプロピレン polypropylene内容数： 1個入 ●シン
プルなデザインで使用場所を選ばずに使用できます
The simple design is suitable for most situations. ●
JAN：4549131307986

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415733

商品画像

商品名

組み立て植木鉢（直径約１１．
４×高さ約１１ｃｍ）

単価×入数

●単価108円（税込）×96

販売価格
（税込）

商品仕様

¥10,368

●容量： 700ｍｌ重量： 100ｇ色： 白12個材質： ポリプ
ロピレン Polypropylene色々価格（JAN）： ０アソート商
品（JAN）： ０内容数： 1個入 ●組み立て植木鉢（約１
１．４ｃｍ×高さ約×１１ｃｍ） Flower PotApprox.11.4cmxH11cm-4.5x4.3- ●JAN：
4549131312812

¥7,776

●容量： 1.3ｌ重量： 150ｇ色： 白12個材質： ポリプロ
ピレン Polypropylene色々価格（JAN）： ０アソート商
品（JAN）： ０内容数： 1個入 ●組み立て植木鉢（約１
４ｃｍ×高さ約１３．８ｃｍ） Flower PotApprox.14cmxH13.8cm-5.5x5.4- ●JAN：
4549131312829

86415734

組み立て植木鉢（直径約１４
×高さ約１３．８ｃｍ）

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415735

植木鉢（２個、直径約９．６×
高さ約９．７ｃｍ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●容量： 500ｍｌ重量： 100ｇ色： 白12個材質： ポリプ
ロピレン Polypropylene色々価格（JAN）： ０アソート商
品（JAN）： ０内容数： 1個入 ●植木鉢（２個、直径約
９．６×高さ約９．７ｃｍ） Flower Pot-2pcs.Approx.9.6cmxH9.7cm-3.8x3.8- ●JAN：
4549131312843

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415736

釘セット（３０－６５ｍｍ）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●サイズ： フリー重量： 110ｇ色： 銀色 sliver10個材
質： スチール 亜鉛メッキ Steel Galvanizing内容数：
68本×1個 ●材に打ち込む釘です The nail that can
be nailed on wood product ●JAN：4549131313598

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415737

インテリアマットリアル人工芝
約３０ｃｍ×３０ｃｍ

●単価108円（税込）×56

¥6,048

●重量： 186ｇ材質： ポリプロピレン ポリエチレン PP
PE内容数： 1個入 ●インテリアマットリアル人工芝約
30cm×30ｃｍ Interior Mat -Artificial Turf - Approx.
30cm x 30cm - 11.8x 11.8- ●JAN：4549131321395

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415738

マグネットトレー直径約１１ｃｍ
Ｋ８１４

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●サイズ： 直径約11cm 高さ3cm重量： 178ｇ色： 赤
10個材質： スチール、マグネット Steel Magnet内容
数： 1個入 ●ネジやクギの散乱防止に。 Prevent
screws and nails from scattering. ●JAN：
4549131351798

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415739

カラーインテリアブリキポット
約１０．８×７．８×１１．３ｃｍ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 80ｇ色： 赤4個、白8個材質： ブリキ Tin内
容数： 1個入 ●カラーインテリアブリキポット約１０．８
×７．８×１１．３ｃｍ Interior Decor Tin Pot -Color 10.8cm x 7.8cm x 11.3cm ●JAN：4549131372076

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415740

ペットのおもちゃ カランコロン
ボール

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 39ｇ色： ピンク4個、イエロー6個材質： ポリ
プロピレン polypropylene内容数： 1個入 ●ペットの
おもちゃ カランコロンボール pet toy ball with
clattering sound ●JAN：4549131374810

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×72
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415741

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415742

商品画像

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

麻柄植木鉢（高さ約８ｃｍ）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 188ｇ材質： ドロマイト Dolomiteアソート商品
（JAN）： ベージュ ４個、ホワイト ４個、グレー ４個
内容数： 1個入 ●麻柄植木鉢（高さ約8ｃｍ） Hemp
Pattern Flowerpot -H8cm - ●JAN：4549131377699

麻柄植木鉢（高さ約７．６ｃｍ）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 190ｇ材質： ドロマイト Dolomiteアソート商品
（JAN）： ベージュ ４個、ホワイト ４個、グレー ４個
内容数： 1個入 ●麻柄植木鉢（高さ約7.6ｃｍ） Hemp
Pattern Flowerpot -H7.6cm - ●JAN：4549131377705

商品名

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415743

麻柄植木鉢（高さ約７．４ｃｍ）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 204ｇ材質： ドロマイト Dolomiteアソート商品
（JAN）： ベージュ ４個、ホワイト ４個、グレー ４個
内容数： 1個入 ●麻柄植木鉢（高さ約７．４ｃｍ）
Hemp Pattern Flowerpot -H7.4cm - ●JAN：
4549131377712

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415744

ガーデンピックフェンス①

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 57ｇ材質： 桐 Paulowniaアソート商品
（JAN）： なし内容数： 1個入 ●ガーデンピックフェン
ス① Garden Picket Fence 1 ●JAN：4549131382914

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415745

杭角 ８０ｃｍ（３ｃｍ×３ｃｍ）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 215ｇ材質： 杉 Japanese cedar内容数： 1
本入 ●垣根作り、フェンス用の支柱、樹木の支えに
For fencing fence supports and supports for trees ●
JAN：4549131382983

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415746

木製花台焼杉丸型・角型ア
ソート

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 90ｇ材質： 杉 Japanese cedar内容数： 1個
入 ●お子様の手の届かない場所に保管してください。
Keep out of reach of children. ●JAN：4549131382990

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415747

フタ付 ブリキ缶

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 105ｇ色： シルバー12個材質： ブリキ tin内
容数： 1個入 ●フタ付 ブリキ缶 Tin can with lid ●
JAN：4549131386479

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415748

ハムスターホイール

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 80ｇ色： 白6個、青6個材質： ポリプロピレン
POLYPROPYLENE内容数： 1個入 ●ハムスターホ
イール HAMSTER ROLLER ●JAN：4549131403732

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415749

ハムスターハウス

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 83ｇ色： 基本タイプ6個、波タイプ4個材質：
桐の木 陽の木ベニア板 CANDLENUT WOOD
POPLAR内容数： 1個入 ●ハムスターハウス
HAMSTER HOUSE ●JAN：4549131404425

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415750

木製ガーデンフェンス（幅３０ｃ
ｍ×高さ５９ｃｍ）

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 80ｇ材質： 焼杉 FIR内容数： 1個入 ●木
製ガーデンフェンス（幅３０ｃｍ×高さ５９ｃｍ） Wooden
Garden Fence -W30cm x H59cm ●JAN：
4549131412420

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415751

木製花台（テーブル型、角型）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 103ｇ材質： 焼杉 FIR内容数： 1個入 ●木
製テーブル型花台（角型） Wooden Flower Stand Table Shaped - Square- ●JAN：4549131412468

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415752

木製花台（テーブル型、丸型）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 93ｇ材質： 焼杉 FIR内容数： 1個入 ●木
製テーブル型花台（丸型） Wooden Flower Stand Table Shaped - Round- ●JAN：4549131412475

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415753

木製ラティス（正方形、３０ｃｍ
×３０ｃｍ）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 105ｇ材質： 焼杉 FIR内容数： 1個入 ●木
製ラティス正方形（３０×３０） Wooden Lattice -Square
- 30cm x 30cm ●JAN：4549131412499

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415754

木製伸縮トレリス

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 140ｇ材質： 焼杉 FIR内容数： 1個入 ●木
製伸縮トレリス Extendable Wooden Trellis ●JAN：
4549131412505

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415755

素焼き植木鉢（カラー）

●単価108円（税込）×36

¥3,888

●重量： 282ｇ材質： ラテライト laterite内容数： 1個
入 ●ガーデングッズ素焼き植木鉢（カラー） garden
goods Plain Flower Pot colorful ●JAN：
4549131415292

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415756

素焼き植木鉢（ストライプ）

●単価108円（税込）×36

¥3,888

●重量： 278ｇ材質： ラテライト laterite内容数： 1個
入 ●ガーデングッズ素焼き植木鉢（ストライプ）
garden goods Plain Flower Pot stripe ●JAN：
4549131415308

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

商品仕様
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415757

素焼き植木鉢（ボーダー）

●単価108円（税込）×36

¥3,888

●重量： 253ｇ材質： ラテライト laterite内容数： 1個
入 ●ガーデングッズ素焼き植木鉢（ストライプ）
garden goods Plain Flower Pot stripe ●JAN：
4549131415315

86415758

キャスター付花台丸型直径約
２１．５×５．８ｃｍ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 139ｇ色： 深いグリーン18個、ブラウン30個材
質： ポリプロピレン PP内容数： 1個入 ●キャスター
付花台丸型直径約２１．５×５．８ｃｍ
耐荷重量：2.5
ｋｇ Flower Stand -With Casters - Round Supported weight 2.5kg 5.5lb ●JAN：4549131417746

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415759

キャスター付花台角型約２１．
５×２１．５×５．８ｃｍ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 139ｇ色： 深いグリーン18個、ブラウン30個材
質： ポリプロピレン PP内容数： 1個入 ●花台（キャ
スター付、角型、21.5×21.5×5.8cm）
耐荷重量：2.5
ｋｇ Flower Stand -With Casters - Square Supported weight 2.5kg 5.5lb ●JAN：4549131417753

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415760

ナチュラルフラワーポット

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 195ｇ色： ベージュ6個、アイボリー6個材質：
ドロマイト Dolomiteアソート商品（JAN）： ベージュ 6
個、アイボリー6個内容数： 1個入 ●ナチュラルフラ
ワーポット Natural Flower Pot ●JAN：
4549131425062

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

商品画像

商品名

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415761

ナチュラルフラワーポット楕円

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 182ｇ色： ベージュ6個、アイボリー6個材質：
ドロマイト Dolomiteアソート商品（JAN）： ベージュ 6
個、アイボリー6個内容数： 1個入 ●ナチュラルフラ
ワーポット楕円 Natural Flower Pot ●JAN：
4549131425079

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415762

ナチュラルフラワーポット手付
き

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 172ｇ色： ベージュ6個、アイボリー6個材質：
ドロマイト Dolomiteアソート商品（JAN）： ベージュ 6
個、アイボリー6個内容数： 1個入 ●ナチュラルフラ
ワーポット手付き Natural Flower Pot -With Handles●JAN：4549131425086

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415763

風車（１４ｃｍ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 30ｇ材質： PVC 木 PVC WOOD内容数： 1
個入 ●園芸風車（14ｃｍ） garden pinwheel 14cm ●
JAN：4549131425628

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415764

プラ・ゴムパイプハンマー４オ
ンスタイプＫ４５

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●サイズ： 24.5cm×6.4cm×2.5cm 9.6in×2.5in×1in
重量： 175ｇ材質： スチール、塩化ビニール樹脂
Steel PVC内容数： 1個入 ●家具やスチールの組み
立てに Suitable for shelves and furniture assemblage.
●JAN：4549131427134

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

89 / 198 ページ

DAISO 商品リスト

カテゴリ

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415765

86415766

86415767

商品画像

商品名

ナチュラルカップ

ナチュラルポット取手付き

ナチュラルポットスクエア

単価×入数

●単価108円（税込）×72

●単価108円（税込）×72

●単価108円（税込）×72

販売価格
（税込）

商品仕様

¥7,776

●重量： 97ｇ色： LA VIE HEUREUSE2個、
CREMONES DE FENETRE2個、GROW THE PLANTS2
個材質： ドロマイト dolomiteアソート商品（JAN）： 各
デザイン2個 each style 2 pieces内容数： 1個入 ●
ナチュラルカップ Natural Design Mug ●JAN：
4549131442816

¥7,776

●重量： 165ｇ色： LA VIE HEUREUSE2個、
CREMONES DE FENETRE2個、GROW THE PLANTS2
個材質： ドロマイト dolomiteアソート商品（JAN）： 各
デザイン2個 each style 2 pieces内容数： 1個入 ●
ナチュラルポット 取手付き Natural Design Pot -With
Handles- ●JAN：4549131442823

¥7,776

●重量： 125ｇ色： LA VIE HEUREUSE2個、
CREMONES DE FENETRE2個、GROW THE PLANTS2
個材質： ドロマイト dolomiteアソート商品（JAN）： 各
デザイン2個 each style 2 pieces内容数： 1個入 ●
ナチュラルポット スクエア Natural Design Pot Square- ●JAN：4549131442830

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415768

アニマルガーデンポット

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 172ｇ色： パンダ3個、豚3個、猫3個、蛙3個
材質： ドロマイト Dolomiteアソート商品（JAN）： パン
ダ3個 豚3個 猫3個 蛙3個 panda 3pieces pig
3pieces cat 3pieces frog3pieces内容数： 1個入 ●
アニマルガーデンポット Garden Pot -Animal- ●
JAN：4549131442847

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415769

ヴィンテージガーデンポット中

●単価108円（税込）×36

¥3,888

●重量： 290ｇ材質： ラテライト red pottery内容数：
1個入 ●洋陶器植木鉢 Pottery pot ●JAN：
4549131442861

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415770

ヴィンテージガーデンポット小

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 204ｇ材質： ラテライト red pottery内容数：
1個入 ●洋陶器植木鉢 Pottery pot ●JAN：
4549131442878

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415771

観賞魚の置物（橋・岩）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 85ｇ色： 橋4個、岩4個材質： ポリレジン
POLYRESIN内容数： 1個入 ●観賞魚の置物 橋・岩
AQUARIUM DECORATION -BRIDGE - ROCK- ●
JAN：4549131443318

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415772

盆栽鉢（四角）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 240ｇ材質： セラミック Ceramic内容数： 1
個入 ●盆栽鉢（四角） Bonsai Pot -Rectangular- ●
JAN：4549131466522

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415773

盆栽鉢（円型）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 230ｇ材質： セラミック Ceramic内容数： 1
個入 ●盆栽鉢（円型） Bonsai Pot -Rounded- ●
JAN：4549131466539

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415774

デザインポット

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 280ｇ材質： ドロマイト Dolomite内容数： 1
個入 ●洋陶器植木鉢 Western-Style Ceramic
Flower ●JAN：4549131466881

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415775

フレンチポット

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 170ｇ材質： ドロマイト Dolomite内容数： 1
個入 ●洋陶器植木鉢 Western-Style Ceramic
Flower ●JAN：4549131466898

商品画像

商品名

商品仕様

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415776

デザイン風車

●単価108円（税込）×32

¥3,456

●重量： 29ｇ材質： 塩化ビニル樹脂、グラスファイ
バー POLYVINYL CHLORIDE GLASS FIBERアソート
商品（JAN）： Good Day 3PCS have a good day
3PCS Behave as you think 2PCS Good Day 3PCS
have a good day 3PCS Behave as you think 2PCS内
容数： 1個入 ●デザイン風車 DESIGN PINWHEEL
●JAN：4549131484557

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415777

秋球根Ｂアソート

●単価108円（税込）×52

¥5,616

●容量： 3.3ｌ重量： 4ｋｇ色： 赤52個材質： 球根 紙
ネット bulb paper net内容数： 1袋×52個 ●秋球根
のアソートセット ●JAN：4549131499636

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415778

Ｇａｒｄｅｎｅｒ ２０ｃｍ吊り鉢

●単価108円（税込）×84

¥9,072

●重量： 123ｇ色： ブラウン14個材質： ポリプロピレ
ン Polypropylene内容数： 1個入 ●２０ｃｍの吊り鉢
です。 Hanging flowerpot 20cm ●JAN：
4560219037335

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415779

Ｇａｒｄｅｎｅｒ ４２ｃｍプランター
受け皿

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 130ｇ色： ブラウン10個材質： ポリプロピレ
ン Polypropylene内容数： 1個入 ●４２ｃｍプランター
受け皿です。 Planter tray 42cm ●JAN：
4560219037342

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415780

Ｇａｒｄｅｎｅｒ ４８ｃｍガーデン
フェンス

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 161ｇ色： ブラウン12個材質： ポリプロピレ
ン Polypropylene内容数： 1個入 ●４８ｃｍのガーデ
ンフェンスです。 Garden fence 48cm ●JAN：
4560219037373

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415781

ガーデナー 角５号ダイヤカッ
ト植木鉢受け皿付 ホワイト

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 112ｇ色： ホワイト8個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●Gardener 角５号ダ
イヤカット植木鉢 受け皿付ホワイトです。 Flowerpot
Diamond cut type Square shape No.5 White ●JAN：
4560219037472

86415782

ガーデナー 角５号ダイヤカッ
ト植木鉢受け皿付 ダークグ
レー

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 112ｇ色： ダークグレー8個材質： ポリプロピ
レン Polypropylene内容数： 1個入 ●Gardener 角５
号ダイヤカット植木鉢 受け皿付ダークグレーです。
Flowerpot Diamond cut type Square shape No.5 Dark
gray ●JAN：4560219037489

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415783

ガーデナー 角５号ダイヤカッ
ト植木鉢受け皿付 ダークグ
リーン

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 112ｇ色： ダークグリーン8個材質： ポリプロ
ピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●Gardener 角
５号ダイヤカット植木鉢 受け皿付ダークグリーンです。
Flowerpot Diamond cut type Square shape No.5 Dark
green ●JAN：4560219037496

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415784

ガーデナー 丸５号ダイヤカッ
ト植木鉢受け皿付 ホワイト

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 91ｇ色： ホワイト8個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●Gardener 丸５号ダ
イヤカット植木鉢 受け皿付ホワイトです。 Flowerpot
Diamond cut type Round shape No.5 White ●JAN：
4560219037564

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415785

ガーデナー 丸５号ダイヤカッ
ト植木鉢受け皿付 ダークグ
レー

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 91ｇ色： ダークグレー8個材質： ポリプロピ
レン Polypropylene内容数： 1個入 ●Gardener 丸５
号ダイヤカット植木鉢 受け皿付ダークグレーです。
Flowerpot Diamond cut type Round shape No.5 Dark
gray ●JAN：4560219037571

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415786

ガーデナー 丸５号ダイヤカッ
ト植木鉢受け皿付 ダークグ
リーン

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 91ｇ色： ダークグリーン8個材質： ポリプロ
ピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●Gardener 丸
５号ダイヤカット植木鉢 受け皿付ダークグリーンです。
Flowerpot Diamond cut type Round shape No.5 Dark
green ●JAN：4560219037588

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415787

深型受皿 ２２ｃｍ ７号 φ２
２×Ｈ５．５ｃｍ

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●重量： 92ｇ色： ブルー5個、ホワイト5個材質： ポリ
プロピレン polypropylene内容数： 1枚入 ●植木鉢の
下に敷く受皿です。 it is a sauser to put underneath a
flowerpot. ●JAN：4562294680918

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415788

深駄鉢 Φ１８．９ｃｍ ６号

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 107ｇ色： ブラウン-Brown8個材質： ポリプ
ロピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●プラスチッ
ク植木鉢 Plastic flowerpot ●JAN：4939491801130

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415789

水槽にも使える置物陶器Ｂ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 95ｇ色： 波よけ6個、いわ6個材質： 陶器
Ceramic内容数： 1個入 ●水槽にも使える置物です。
This is aquarium ornament. ●JAN：4947678037654

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415790

水槽にも使える置物灯篭

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 135ｇ色： 八角6個、円形6個材質： 陶器
Ceramic内容数： 1個入 ●水槽にも使える置物です。
This is aquarium ornament. ●JAN：4947678037661

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415791

水槽にも使える置物テラコッタ
Ｂ

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 100ｇ色： 壷4個、家4個、オーク樽4個材質：
陶器 Ceramic内容数： 1個入 ●水槽にも使える置物
です。 This is aquarium ornament. ●JAN：
4947678037678

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415792

水槽にも使える置物テラコッタ
Ａ

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 120ｇ色： 枝4個、丸木4個、いわ4個材質：
陶器 Ceramic内容数： 1個入 ●水槽にも使える置物
です。 This is aquarium ornament. ●JAN：
4947678037685

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415793

マイクロファイバースポンジ
（グローブ型）約２０×１６ｃｍ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 0.1ｇ材質： ポリエステル ポリウレタン
polyester polyurethane内容数： 1個入 ●使用後は
水または中世洗剤で洗い 乾燥させてください。 Wash
with water or neutral detergent after use and dry. ●
JAN：4947678038637

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415794

水槽にも使える置物陶器Ａ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 140ｇ色： 城3個、塔3個、橋6個材質： 陶器
Ceramic内容数： 1個入 ●水槽にも使える置物です。
This is aquarium ornament. ●JAN：4947678039115

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415795

持ち手付ブリキポット（直径約
１０．５×１３ｃｍ）

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●重量： 82ｇ色： シルバー10個材質： トタン マン
ゴーウッド ZINC COATED STEEL MANGOWOOD内容
数： 1個入 ●持ち手付ブリキポット（直径約１０．５×１
３ｃｍ） Tin pot approx10.5x13cm ●JAN：
4947678301618

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415796

ブリキポット（直径約１１．５×
１１ｃｍ）

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●重量： 82ｇ色： シルバー10個材質： トタン マン
ゴーウッド ZINC COATED STEEL MANGOWOOD内容
数： 1個入 ●ブリキポット（直径約１１．５×１１ｃｍ）
Tin pot approx11.5x11cm ●JAN：4947678301625

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415797

インテリアブリキじょうろ（直径
約５×８ｃｍ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 56ｇ色： レッド6個、アイボリー6個材質： トタ
ン ZINC COATED STEEL内容数： 1個入 ●インテリ
アブリキじょうろ（直径約５×８ｃｍ） Interior watering
pot approx5x8cm ●JAN：4947678301632

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415798

ブリキインテリアジョーロ（直径
約７×７．５ｃｍ）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 50ｇ色： シルバー10個材質： トタン ZINC
COATED STEEL内容数： 1個入 ●ブリキインテリア
ジョーロ（直径約７×７．５ｃｍ） Interior watering pot
approx7x7.5cm ●JAN：4947678500721

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415799

ペットひっかき傷防止シート
（柱・壁用）（９０×３０ｃｍ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●容量： 999ｍｌ重量： 84ｇ色： ホワイト12個材質：
ポリ塩化ビニル アクリル接着剤 PVC acrylic adhesive
内容数： 12個入 ●ペットひっかき傷防止シート
SCRATCH PREVENTION SHEET ●JAN：
4947678627343

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415800

植木鉢８号

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： １６２ｇ色： ブラウン １０材質： ポリプロピレ
ン Polypropylene内容数： １０×４入 ●土の容量 約
２．０Ｌ Capacity 2.0L ●JAN：4970404090562

商品画像

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415801

サボテン多肉植物の肥料２３
０ｇ

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 230ｇ色： 茶系（Brown system）8個材質：
茶・コーヒー
Tea. Coffee 内容数： 1袋入 ●土
の表面が乾いたら水を与えます。ほとんど日当たりの
よいところを好みます。 If the surface of the soil dries
I give water. I almost like sunny places. ●JAN：
4979909794265

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415802

新鮮牧場 チモシーロール ３
本入

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 9ｇ色： アソートなし材質： チモシー わら内
容数： 1袋 ●ストレス解消・毛球症対策・不正咬合対
策 ●JAN：4979909846384

86415803

スチール製自由に曲げられる
支柱 約９０ｃｍ×φ５ｍｍ×
３本組

¥9,720

●重量： 58ｇ色： グリーン（Green）10個材質： スチー
ル ポリエチレン ポリプロピレン Steel PE PP内容
数： 3本入 ●アーチ状に花・茎の支えに使用。 For
forming arch-like shapes.For supporting flowers and
stems. ●JAN：4979909861097

¥8,640

●容量： 1ｌ重量： 136.3ｇ色： 商品説明へ8個材質：
天然木（赤松） Wood-red pine内容数： 1個入 ●植
物の育成に合わせて長くゆっくり効く、暖効性化学肥料
を適時施してください。 有機質堆肥を混ぜていますの
で、土に白いカビの様なものが発生することがあります
が、有効菌ですので品質に問題はありません。 Apply
slow acting fertilizer at the appropriate times which
acts effectively over the long term and in tune with
the growth of the plant. A white fungus-like
substance may grow in the soil because it contains
organic compost but this has no affect on the quality
as it is effective bacteria. ●JAN：4979909868027

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415804

インテリアバーク Ｍサイズ
１．０Ｌ

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×90

●単価108円（税込）×80
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415805

86415806

商品画像

商品名

インテリアバーク Ｓサイズ
１．０Ｌ

ハイドロボール 中粒 １．２Ｌ

単価×入数

●単価108円（税込）×80

●単価108円（税込）×30

販売価格
（税込）

商品仕様

¥8,640

●容量： 1ｌ重量： 141.3ｇ色： 商品説明へ8個材質：
天然木（赤松） Wood-red pine内容数： 1個入 ●植
物の育成に合わせて長くゆっくり効く、暖効性化学肥料
を適時施してください。 有機質堆肥を混ぜていますの
で、土に白いカビの様なものが発生することがあります
が、有効菌ですので品質に問題はありません。 Apply
slow acting fertilizer at the appropriate times which
acts effectively over the long term and in tune with
the growth of the plant. A white fungus-like
substance may grow in the soil because it contains
organic compost but this has no affect on the quality
as it is effective bacteria. ●JAN：4979909868034

¥3,240

●容量： 1.2ｌ重量： 419.8ｇ色： 商品説明へ8個材質：
発泡煉石 Hydro bowl内容数： 1個入 ●植物の育成
に合わせて長くゆっくり効く、暖効性化学肥料を適時施
してください。 有機質堆肥を混ぜていますので、土に
白いカビの様なものが発生することがありますが、有効
菌ですので品質に問題はありません。 ●JAN：
4979909868058

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415807

ネット入り鉢底石３個入 丸タ
イプ ４－５号鉢用

●単価108円（税込）×60

¥6,480

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415808

パーライト ２．０Ｌ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415809

ピートモス ２．０Ｌ

●単価108円（税込）×32

¥3,456

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415810

86415811

86415812

花と野菜の肥料 鶏ふんペ
レット 約５００ｇ

有機石灰 ５００ｇ

根腐れ防止ゼオライト ５００ｇ

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×30

●単価108円（税込）×30

●単価108円（税込）×30

●重量： 65.7ｇ色： グレイ（Gray）10個材質： 発泡煉
石 ネット部：ポリエチレン Hydro bowl PE内容数： 3
個入 ●植物の育成に合わせて長くゆっくり効く、暖効
性化学肥料を適時施してください。 有機質堆肥を混ぜ
ていますので、土に白いカビの様なものが発生すること
がありますが、有効菌ですので品質に問題はありませ
ん。 Apply slow acting fertilizer at the appropriate
times which acts effectively over the long term and in
tune with the growth of the plant. A white fungus-like
substance may grow in the soil because it contains
organic compost but this has no affect on the quality
as it is effective bacteria. ●JAN：4979909868089
●容量： 2ｌ重量： 117ｇ色： 商品説明へ8個材質：
パーライト Pearlite内容数： 1個入 ●植物の育成に
合わせて長くゆっくり効く、暖効性化学肥料を適時施し
てください。 有機質堆肥を混ぜていますので、土に白
いカビの様なものが発生することがありますが、有効菌
ですので品質に問題はありません。 Apply slow acting
fertilizer at the appropriate times which acts
effectively over the long term and in tune with the
growth of the plant. A white fungus-like substance
may grow in the soil because it contains organic
compost but this has no affect on the quality as it is
effective bacteria. ●JAN：4979909868256
●容量： 2ｌ重量： 400ｇ色： 商品説明へ8個材質：
ピートモス Peat moss内容数： 1個入 ●植物の育成
に合わせて長くゆっくり効く、暖効性化学肥料を適時施
してください。 有機質堆肥を混ぜていますので、土に
白いカビの様なものが発生することがありますが、有効
菌ですので品質に問題はありません。 Apply slow
acting fertilizer at the appropriate times which acts
effectively over the long term and in tune with the
growth of the plant. A white fungus-like substance
may grow in the soil because it contains organic
compost but this has no affect on the quality as it is
effective bacteria. ●JAN：4979909868263

¥3,240

●重量： 500ｇ色： 茶色（Brown）10個材質： 鶏糞
Chicken droppings内容数： 1袋入 ●有機質肥料のな
かでも緩効性で肥効の大きい鶏糞を、取り扱いやすい
ペレットにしました。 Poultry manure which is one of
the slowest acting most effective organicfertilizers is
made into easy-to-handle pellets. ●JAN：
4979909869543

¥3,240

●重量： 500ｇ色： 白（White）6個材質： カルシ－５
Calci-5内容数： 1袋入 ●酸性土壌の中和に適し、長
時間持続して効きます。 1袋のサイズ：約幅13.5cm×
高さ19cm Suitable for neutralizing the soil and long
acting. Size Approx. W 5.3in.x H 7.5in. ●JAN：
4979909869574

¥3,240

●重量： 500ｇ色： 灰色（Gray）6個材質： ゼオライト
Zeolite内容数： 1袋入 ●ゼオライトは多孔質で、水質
浄化作用によって根腐れを防止するのでハイドロカル
チャーに最適です。 お使いになる土にゼオライトを混
ぜるだけで、通気性・保水性・保肥力がよくなります。
1袋のサイズ：約幅13cm×高さ19cm ●JAN：
4979909869581
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カテゴリ

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415813

商品画像

商品名

鉢花・観葉植物の肥料 ２５０
ｇ

86415814

有機入り元肥 ２５０ｇ

86415815

ネームプレート短冊タイプ 高
さ約８ｃｍ ４０枚入

86415816

86415817

バーミキュライト ２．０Ｌ

化成肥料 ４００ｇ

単価×入数

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×48

●単価108円（税込）×100

●単価108円（税込）×40

●単価108円（税込）×36

販売価格
（税込）

商品仕様

¥6,480

●重量： 250ｇ色： グレイ（Gray）10個材質： 窒素 可
溶性リン酸 水溶性加里 溶性苦土 Nitrogen Soluble
phosphoric acid Water-soluble Potassium Watersoluble Magnesium lime内容数： 1袋入 ●肥料の３要
素（窒素・リン酸・カリ）をバランスよく配合した長期間効
く緩効性です。 1袋のサイズ：約幅12cm×高さ16cm
Blends 3 elements of fertilizer-Nitrogen Phosphoric
acid and Potassium in a well balanced manner and it is
slow and long acting. Size Approx. W 4.7in.x H 6.3in.
●JAN：4979909869611

¥5,184

●重量： 250ｇ色： こげ茶（Dark brown）8個材質： 窒
素 可溶性リン酸 水溶性加里 加里 Nitrogen
Soluble phosphoric acid Water-soluble Potassium
Cali内容数： 1袋入 ●肥料の3要素（窒素・リン酸・カ
リ）をバランスよく配合した有機質肥料です。 1袋のサ
イズ：約幅11.5cm×高さ16.5cm An organic fertilizer in
which 3 elements of fertilizer nitrohen phosphoric acid
and potassium are blended in a well balanced manner.
Size Approx. W 4.5in.x H 6.5in. ●JAN：4979909869635

¥10,800

●重量： 1.3ｇ色： 白（White）5個材質： スチール・塩
化ビニル樹脂・ポリプロピレン Steel. Polyvinyl
chloride. Polypropylene内容数： 40枚入 ●鉢植えや
花壇、ガーデニングに。 For your potted plants flower
beds and garden. ●JAN：4979909902981

¥4,320

●容量： 2ｌ重量： 352ｇ色： バーミキュライト
（Vermiculite）8個材質： バーミキュライト Vermiculite
内容数： 1袋入 ●極めてかるく、通気性・保水性・保
肥力に優れた無菌の基本用土です。 It is a very light
germfree basic garden soil featuring good air
permeability water retention and soil fertility. ●JAN：
4979909937242

¥3,888

●重量： 400ｇ色： 肥料（Chemical fertilizer）12個材
質： 窒素・可溶性リン酸・水溶性加里 Nitrogen.
Soluble phosphoric acid. Water-soluble Potassium内容
数： 1袋入 ●野菜・草花・観葉植物・花木などあらゆ
る植物の追肥に。 As additional fertilizer for all plants
including vegetables flowering plants foliage plants and
flowering trees etc. ●JAN：4979909937259

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415818

簡単速硬セメント グレー ４０
０ｇ

●単価108円（税込）×36

¥3,888

●サイズ： 12.5cm×19cm×2cm 4.92in×7.48in×
0.78in重量： 400ｇ色： グレー6個材質： セメント
Cement内容数： 1袋入 ●花壇づくり・玄関・風呂・壁
などの簡単なコンクリート部の補修に。特にお急ぎ施工
に最適。一般のセメントに比べて、短期間で強度がでま
す。骨材を入れてありますので、水を加えて練るだけで
簡単に施工できます。. ●JAN：4984343422346

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415819

丸型植木鉢７号（直径２１ｃｍ
×高さ１７．８ｃｍ）

●単価108円（税込）×70

¥7,560

●容量： 3ｌ重量： 169ｇ色： 白10個材質： ポリプロピ
レン polypropylene内容数： 1個入 ●植木鉢 plant
pot ●JAN：4984343918016

¥8,640

●サイズ： 4cm×17cm×0.2cm 1.6in×6.7in×0.1in重
量： 67ｇ色： 銀（Silver）4個材質： カーボンスチール
亜鉛メッキ Carbon Steel Zinc plated内容数： 1個入
●６種類のナットを回せるスパナです。 薄型なので、
通常のスパナでは回せない 所にあるナットも回せま
す。 Spanner for 6 sizes of nuts. Can turn narrow
and thin nut. ●JAN：4984343940789

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415820

薄型スパナ 小（８・１０・１２・１
３・１４・１７ｍｍ）

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×80
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415821

植木鉢（直径約２５．５ｃｍ×
高さ約２０ｃｍ）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 5ｌ重量： 170ｇ色： 茶色48個材質： ポリプロ
ピレン polypropylene内容数： 1個入 ●植木鉢（直径
約２５．５ｃｍ×高さ約２０ｃｍ） Plastic plant potApprox.25.5cm H20cm ●JAN：4984343961593

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415822

植木鉢（直径約２６ｃｍ×高さ
約１９．５ｃｍ）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 6ｌ重量： 170ｇ色： 茶色48個材質： ポリプロ
ピレン polypropylene内容数： 1個入 ●植木鉢（直径
約２６ｃｍ×高さ約１９．５ｃｍ） Plastic plant potApprox.26cm H19.5cm ●JAN：4984343961609

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415823

アルミ水ひしゃく８ｃｍ

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●容量： 210ｍｌ重量： 87ｇ材質： アルミニウム 木
Aluminum Wood内容数： 1個入 ●散水用に ガーデ
ニングに For watering For gardening ●JAN：
4984343962477

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415824

ゴムハンマー（約２８４ｇ）

●単価108円（税込）×40

¥4,320

● ● ●JAN：4984343984530

商品画像

商品名

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415829

ビニール被膜針金 約φ１．６
ｍｍ×１６ｍ ブラック

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 136ｇ色： 黒12個材質： ビニール被膜鉄船
vinyl coating iron wire内容数： 1個入 ●被膜線なの
でサビに強く、切ったり・曲げたり、色々な加工ができま
す。 because it is a vinyl coating it is hard to be
rusted and you cut it and bend it and can process it in
various ways ●JAN：4991203167002

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415830

クイックポット６号「Φ１８ｃｍ６
号」

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 135ｇ色： 緑（Green）3個、茶（Brown）7個材
質： ポリプロピレン内容数： 1個入 ●場所を取らない
植木ポットです。 It is a garden tree pot which does
not take a place. ●JAN：4993152332616

¥6,912

●重量： 8ｇ色： なし8個材質： レーヨン30％ ポリ
エステル 70％ エタノール 光沢ポリマー 撥水レンジ
防腐剤 Sheet Rayon 30pct Polyester 70pct Ethanol
Sheen polymer Water-repellent renge Antiseptic内容
数： 15枚入 ●汚れたら拭くだけで汚れを取り、 ピカ
ピカＷＡＸ仕上げ Easy wash and in a short time
Stains can be removed just wiping off and your car will
glisten ●JAN：4997179898001

¥10,368

●重量： 100ｇ色： ドット Dot6個、ボーン Bone6個材
質： ユリア樹脂 メラミン樹脂 合成ゴム Urea
formaldehyde resin Melamine Synthetic rubber内容
数： 1個入 ●すべり止め付きのペット皿です。 It is a
melamin bowl for pet with anti slip. ●JAN：
4997642075571

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415831

86415832

洗車＆ＷＡＸ ピカットシート拭
くだけタイプ １５枚入

メラミンペット皿 Ｍ

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×64

●単価108円（税込）×96
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415833

商品画像

商品名

スタイリッシュ スプレーボトル
５００ｍｌ（ベーシック）

単価×入数

●単価108円（税込）×96

販売価格
（税込）

商品仕様

¥10,368

●容量： 500ｍｌ重量： 53ｇ色： クリア Clear5個、コ
バルトブルー Cobalt blue7個材質： 飽和ポリエステル
樹脂 ポリプロピレン Saturated Polyester
Polypropylene内容数： 1個入 ●スプレーボトルです。
水を入れて お使い下さい。 It is a spray bottle.
Please put the water. ●JAN：4997642100891

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415834

スタイリッシュ スプレーボトル
５００ｍｌ（クラシック）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●容量： 500ｍｌ重量： 53ｇ色： カーキ Khaki7個、
ダークブラウン Dark brown5個材質： 飽和ポリエステ
ル樹脂 ポリプロピレン Saturated Polyester
Polypropylene内容数： 1個入 ●スプレーボトルです。
水を入れて お使い下さい。 It is a spray bottle.
Please put the water. ●JAN：4997642100907

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415835

ジョーロ１．８Ｌ

●単価162円（税込）×32

¥5,184

●重量： 120ｇ色： グリーンgreen16個、ブルーblue16
個材質： ポリエチレン polyethylene内容数： 1個入
●ジョーロ１．８Ｌ watering can ●JAN：
4549131295559

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415836

工具箱①Ｌ１２７

●単価162円（税込）×32

¥5,184

●容量： 1.5ｌ重量： 220ｇ色： 黒 black32個材質：
ポリプロピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●工具
箱 tool box ●JAN：4549131295771

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415837

デザインスコップ

●単価162円（税込）×90

¥14,580

●重量： 160ｇ色： ベージュベース15個材質： スチー
ル steel内容数： 1個入 ●デザインスコップ
designer shovel ●JAN：4549131295856

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415838

パームマット 壁掛けカゴ用
４０ｃｍタイプ

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 160.2ｇ材質： パーム palm内容数： 1個入
●別売のパームマット半月 大 40cmタイプに適応
します。 It corresponds to palmmat crescent type
obouto 15.7inchs ●JAN：4549131301489

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415839

車用ネッククッションブラック

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 125ｇ色： ブラック12個材質： ポリエステル
100％（表面の生地） ポリプロピレン（中身のスポンジ）
polyester100pct PP内容数： 1個入 ●車用ネッククッ
ションブラック cushion ●JAN：4549131306552

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415840

車用ネッククッションピンク

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 125ｇ色： ピンク8個材質： ポリエステル
100％ polyester100pct内容数： 1個入 ●車用ネック
クッションピンク cushion ●JAN：4549131306569

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415841

車用ネッククッションブルー

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 125ｇ色： ブルー8個材質： ポリエステル
100％ polyester100pct内容数： 1個入 ●車用ネック
クッションブルー cushion ●JAN：4549131306576

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415842

１５０円木柄スコップ（スリム）

●単価162円（税込）×80

¥12,960

●重量： 150ｇ色： シルバー10個材質： スチール 木
steel wood内容数： 1個入 ●１５０円木柄スコップ（ス
リム） trowel with wooden handle-slim ●JAN：
4549131312454

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415843

１５０円木柄スコップ

●単価162円（税込）×72

¥11,664

●重量： 160ｇ色： シルバー12個材質： スチール 木
Steel Wood内容数： 1個入 ●150円木柄スコップ 150
Yen Trowel with Wooden Handle ●JAN：
4549131312461

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415844

花柄スコップ

●単価162円（税込）×72

¥11,664

●重量： 120ｇ色： グーリン6個、ブルー6個材質： ス
チール Steel内容数： 1個入 ●美しいお庭を作りま
すよう！ ●JAN：4549131313222

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415845

リングタイプ支柱 長さ約９０ｃ
ｍ

●単価162円（税込）×40

¥6,480

●重量： 162ｇ材質： 鉄 ポリエチレン Iron PE内容
数： 1個入 ●イボ付園芸支柱長さ約90ｃｍ PLANT
SUPPORT ●JAN：4549131318050

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415846

ロングスクレーパー＆スノーブ
ラシ約５３ｃｍ

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 155ｇ色： 赤6個、青6個材質： ポリプロピレ
ン、ABS樹脂、EVA Polypropylene ABS EVA内容数：
1個入 ●スノーブラシが付いたスクレーパーです。
This is a scraper with snow brush. ●JAN：
4549131358056

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415847

木製伸縮トレリス（６５ｃｍ×４
５ｃｍ）

●単価162円（税込）×72

¥11,664

●重量： 186ｇ材質： 焼杉 FIR内容数： 1個入 ●木
製伸縮トレリス（６５×４５） Extendable Wooden Trellis
-65cm x 45cm ●JAN：4549131412512

86415848

カーフロアマット後部席用（約
４０×３５ｃｍ）

¥16,200

●重量： 73ｇ色： グレー10個材質： マットーポリ塩化
ビニル100％、滑り止め部分ーポリアミド（ナイロン）
100％ mat-PA 100pct non slip spot-PVC 100pct内容
数： 1個入 ●中国製のカーフロアマット CAR
PLOOR MAT MADE IN CHINA.CAR PLOOR MAT
MADE IN CHINA. ●JAN：4947678032970

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価162円（税込）×100
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カテゴリ

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415849

商品画像

商品名

フラワー吊りカゴ ３０ｃｍタイ
プ

単価×入数

●単価162円（税込）×96

販売価格
（税込）

商品仕様

¥15,552

●重量： 174.7ｇ色： グリーン（Green）12個材質： ス
チール・ポリエチレン Steel. Polyethylene内容数： 1個
入 ●耐荷重量：４ｋｇ パームマット吊りカゴ用３０ｃｍタ
イプに適合します。 Supported weight-8.8lb. Suitable
for a 11.8in. Palm-mat hanging basket. ●JAN：
4979909935804

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415850

自転車用瞬間パンク修理剤

●単価216円（税込）×80

¥17,280

●容量： 70ｍｌ重量： 110ｇ色： 白10個材質： 天然ゴ
ムラテックス、水、アルコール、界面活性剤、LPG
natural rubber water alcohol surface agent lpg内容
数： 1本入 ●バルブ口から注入するだけで簡単にパ
ンク修理ができます。 puncture is able to be easlly
repaired by injecting from valve port. ●JAN：
4549131140941

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415851

２５ｃｍ鉢スタンド８号

●単価216円（税込）×36

¥7,776

●重量： 300ｇ色： silver36個材質： スチール steel
内容数： 1個入 ●２５ｃｍ鉢スタンド８号 25cm steel
flower pot stand ●JAN：4549131252422

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415852

４０ｃｍ背高鉢スタンド８号

●単価216円（税込）×36

¥7,776

●重量： 350ｇ材質： スチール steel内容数： 1個入
●４０ｃｍ背高鉢スタンド８号 40cm steel high flower
pot stand ●JAN：4549131252439

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415853

細い散水ホース３．０ｍ（ホー
ス内径８．０ｍｍ）

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 258ｇ色： 青 blue12個材質： 塩化ビニル樹
脂 PVC内容数： 1個入 ●庭やバルコ二―で使用す
る、ホース内径8.0mmの細い散水ホースです。 It is a
thin water hose with a hose inner diameter of 8.0 mm
used by the yard or balcony. ●JAN：4549131286403

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415854

モンキーレンチ約１５ｃｍ

●単価216円（税込）×80

¥17,280

●重量： 135ｇ色： シルバー10個材質： カーボンス
チール（鍛造） Carbon steel-Forging-アソート商品
（JAN）： なし Non内容数： 1個入 ●最大口径：約１
８ｍｍ Maximum width Approx. 18mm -0.7 inch- ●
JAN：4549131308570

¥20,736

●重量： 118ｇ色： 赤グリップ4個、青グリップ4個、黒
グリップ4個材質： カーボンスチール、塩化ビニル樹脂
Carbon steel Polyvinyl chlorideアソート商品（JAN）：
なし Non内容数： 1個入 ●切断能力 軟鉄1.6mm
銅2.0mm Cutting capability Flexible wire Diameter
1.6mm -0.06inch- Copper wire Diameter 2.0mm 0.08inch- ●JAN：4549131311167

¥20,736

●重量： 112ｇ色： 赤グリップ4個、青グリップ4個、黒
グリップ4個材質： カーボンスチール、塩化ビニル樹脂
Carbon steel Polyvinyl chlorideアソート商品（JAN）：
なし Non内容数： 1個入 ●切断能力 軟鉄1.6mm
銅2.0mm Cutting capability Flexible wire Diameter
1.6mm -0.06inch- Copper wire Diameter 2.0mm 0.08inch- ●JAN：4549131311174

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415855

86415856

ラジオペンチ１６ｃｍＫ８２

先曲りラジオペンチ１６ｃｍＫ８
２

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価216円（税込）×96

●単価216円（税込）×96
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カテゴリ

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415857

86415858

商品画像

商品名

穴あきラジオペンチ１６ｃｍＫ８
２

ニッパー１６ｃｍＫ８２

単価×入数

●単価216円（税込）×96

●単価216円（税込）×96

販売価格
（税込）

商品仕様

¥20,736

●重量： 118ｇ色： 赤グリップ3個、青グリップ3個、黒
グリップ3個材質： カーボンスチール、塩化ビニル樹脂
Carbon steel Polyvinyl chlorideアソート商品（JAN）：
赤グリップ3pcs、青グリップ3pcs、黒グリップ3pcs Red
grip 3pcs Blue grip 3pcs Black grip 3pcs内容数： 1個
入 ●切断能力 軟鉄1.6mm 銅2.0mm Cutting
capability Flexible wire Diameter 1.6mm -0.06inchCopper wire Diameter 2.0mm -0.08inch- ●JAN：
4549131311181

¥20,736

●重量： 140ｇ色： 赤グリップ4個、青グリップ4個、黒
グリップ4個材質： カーボンスチール、塩化ビニル樹脂
Carbon steel Polyvinyl chlorideアソート商品（JAN）：
なし Non内容数： 1個入 ●切断能力 軟鉄1.2mm
銅1.6mm Cutting capability Flexible wire Diameter
1.2mm -0.05inch- Copper wire Diameter 1.6mm 0.06inch- ●JAN：4549131311198

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415859

Ｆ型クランプ約５０×２００ｍｍ

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●重量： 270ｇ色： 赤グリップ10個材質： 鋳鉄、木
（ユーカリ）、カーボンスチール（ニッケルメッキ） Cast
iron Wood-Eucalyptus- Carbon steel nickel platedア
ソート商品（JAN）： なし Non内容数： 1個入 ●日曜
大工での接着・加工時の仮止めや固定に最適。
Suitable for fixing of construction and grinding works
etc.. ●JAN：4549131311204

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415860

プラ・ゴムパイプハンマー６オ
ンスタイプ

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 260ｇ色： シルバー12個材質： ポリ塩化ビニ
ル、スチール PVC Steelアソート商品（JAN）： なし
Non内容数： 1個入 ●傷つけにくいので家具等の組
み立てに便利！ Convenient for assembling furniture
without marking ●JAN：4549131312072

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415861

ペンチ１６ｃｍ

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●重量： 190ｇ色： グリップ赤黒10個材質： スチール
塩化ビニル樹脂 Steel PVC内容数： 1個入 ●１６ｃ
ｍの大きいサイズ about 6inch ●JAN：
4549131314991

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415862

ニッパー１６ｃｍ

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●重量： 190ｇ色： グリップ赤黒10個材質： スチール
塩化ビニル樹脂 Steel PVC内容数： 1個入 ●１６ｃ
ｍの大きいサイズ size about 6inch ●JAN：
4549131315004

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415863

遮光ネット 約８８×４００ｃｍ

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●重量： 170ｇ材質： プラスチック アルミニウム
Plastic Aluminum内容数： 1個入 ●遮光ネット約88×
400ｃｍ SHADING NET ●JAN：4549131318074

86415864

ロッキングプライヤー５インチ
タイプＫ４５

¥13,824

●重量： 148ｇ色： シルバー8個材質： カーボンス
チール（ニッケルメッキ） Carbon steel -nickel plated内容数： 1個入 ●はさんでロックでき、手が離せま
す。約20mmまで挟めます。 Clamp and lock. Frees
your hands. Up to approx. 20mm -0.8inch- ●JAN：
4549131324754

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価216円（税込）×64
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415865

蛍光色スプレーイエロー油性
１００ｍｌ

●単価216円（税込）×72

¥15,552

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415866

蛍光色スプレーグリーン油性
１００ｍｌ

●単価216円（税込）×72

¥15,552

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415867

蛍光色スプレーピンク油性１０
０ｍｌ

●単価216円（税込）×72

¥15,552

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415868

蛍光色スプレーレッド油性１０
０ｍｌ

●単価216円（税込）×72

¥15,552

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415869

蛍光色スプレーオレンジ油性
１００ｍｌ

●単価216円（税込）×72

¥15,552

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415870

つやだしニススプレー紙粘土・
木工用クリア油性１５０ｍｌ

●単価216円（税込）×72

¥15,552

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415871

86415872

金属用フレームのこ約２５ｃｍ
Ｋ４５

先細木柄ハンマー約２００ｇ（Ｋ
８２）

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価216円（税込）×48

●単価216円（税込）×48

商品仕様
●容量： 100ｍｌ重量： 126ｇ色： イエロー6個材質：
スチール ポリプロピレン ポリエチレン 熱可塑性アク
リル樹脂 トルエン キシレン Steel Polypropylene
Polyethylene Thermoplastic Acrylate Resin toluene
xylene内容数： 1個入 ●使用可：木工品、鉄製品、一
部プラスチック（ABS、硬質塩ビ、アクリル） 使用不可：
発泡スチロール、使用可以外のプラスチック、新しいコ
ンクリート、モルタル、自動車の補修、玩具（プラモデル
等）、革、合成皮革、浴室、浴槽等。 It is possible to
use for woodwork. ironware and a part of plastic. ABS.
Hard vinyl chloride. Acrylic fiber. It is impossible to use
for styrene foam. Plastic other than being able to use
●容量： 100ｍｌ重量： 126ｇ色： グリーン6個材質：
スチール ポリプロピレン ポリエチレン 熱可塑性アク
リル樹脂 トルエン キシレン Steel Polypropylene
Polyethylene Thermoplastic Acrylate Resin toluene
xylene内容数： 1個入 ●使用可：木工品、鉄製品、一
部プラスチック（ABS、硬質塩ビ、アクリル） 使用不可：
発泡スチロール、使用可以外のプラスチック、新しいコ
ンクリート、モルタル、自動車の補修、玩具（プラモデル
等）、革、合成皮革、浴室、浴槽等。 It is possible to
use for woodwork. ironware and a part of plastic. ABS.
Hard vinyl chloride. Acrylic fiber. It is impossible to use
for styrene foam. Plastic other than being able to use
●容量： 100ｍｌ重量： 126ｇ色： ピンク6個材質： ス
チール ポリプロピレン ポリエチレン 熱可塑性アクリ
ル樹脂 トルエン キシレン Steel Polypropylene
Polyethylene Thermoplastic Acrylate Resin toluene
xylene内容数： 1個入 ●使用可：木工品、鉄製品、一
部プラスチック（ABS、硬質塩ビ、アクリル） 使用不可：
発泡スチロール、使用可以外のプラスチック、新しいコ
ンクリート、モルタル、自動車の補修、玩具（プラモデル
等）、革、合成皮革、浴室、浴槽等。 ●JAN：
4549131353860
●容量： 100ｍｌ重量： 126ｇ色： レッド6個材質： ス
チール ポリプロピレン ポリエチレン 熱可塑性アクリ
ル樹脂 トルエン キシレン Steel Polypropylene
Polyethylene Thermoplastic Acrylate Resin toluene
xylene内容数： 1個入 ●使用可：木工品、鉄製品、一
部プラスチック（ABS、硬質塩ビ、アクリル） 使用不可：
発泡スチロール、使用可以外のプラスチック、新しいコ
ンクリート、モルタル、自動車の補修、玩具（プラモデル
等）、革、合成皮革、浴室、浴槽等。 It is possible to
use for woodwork. ironware and a part of plastic. ABS.
Hard vinyl chloride. Acrylic fiber. It is impossible to use
for styrene foam. Plastic other than being able to use
●容量： 100ｍｌ重量： 126ｇ色： オレンジ6個材質：
スチール ポリプロピレン ポリエチレン 熱可塑性アク
リル樹脂 トルエン キシレン Steel Polypropylene
Polyethylene Thermoplastic Acrylate Resin toluene
xylene内容数： 1個入 ●使用可：木工品、鉄製品、一
部プラスチック（ABS、硬質塩ビ、アクリル） 使用不可：
発泡スチロール、使用可以外のプラスチック、新しいコ
ンクリート、モルタル、自動車の補修、玩具（プラモデル
等）、革、合成皮革、浴室、浴槽等。 It is possible to
use for woodwork. ironware and a part of plastic. ABS.
Hard vinyl chloride. Acrylic fiber. It is impossible to use
for styrene foam. Plastic other than being able to use
●容量： 150ｍｌ重量： 178ｇ色： クリア6個材質： ス
チール ポリプロピレン ポリエチレン 熱可塑性アクリ
ル樹脂 Steel Polypropylene Polyethylene
Thermoplastic Acrylate Resin内容数： 1個入 ●使用
可：紙粘土、木工品。 使用不可：表示用途以外の物に
は使用しない。木工品でも、樹脂コーティングされた物
には使用しない。食品に触れるもの。 It is possible to
use for paper clay and woodwork. It is impossible to
use for Please do not use it for anything other than a
display use. Please do not use woodwork for the thing
by which resin coating was carried out either. What
touches food. ●JAN：4549131353891

¥10,368

●重量： 240ｇ色： ブルーフレーム7個、オレンジフ
レーム5個材質： フレーム：ポリプロピレン、刃：カーボ
ンスチール、ネジ：スチール Frame Polypropylene
Blade carbon steel Screw Steel内容数： 1個入 ●本
品は押し切り専用です。本品は一般金属用１インチあ
たり２４山（２４T）の刃を使用しております。刃は逆向き
に付けております。付け替えてから使用してください。
●JAN：4549131357950

¥10,368

●重量： 245ｇ色： 黒ヘッド12個材質： ヘッド：カーボ
ンスチール、柄部：柏木 Carbon steel Wood-Oak-内容
数： 1個入 ●鍛造焼き入れ DIN ドイツの工業規格適
合品です。 ヘッド部が浮いてきたら、床に柄部を叩き
付けてください。 Forged and hardened DIN -German
Institute for Standardization-compliant product. If the
head moves up drive in the handle on ground. ●JAN：
4549131357967

102 / 198 ページ

DAISO 商品リスト

カテゴリ

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415873

86415874

商品画像

商品名

ワイヤーストリッパー

自転車空気入れ（ペダル付）
約３０ｃｍ

86415875

ペンチ１６ｃｍタイプＫ８２

86415876

丸型花台キャスター付約２２Ｃ
Ｍ 約２５ＣＭアソート

86415877

86415878

角型花台キャスター付約１９Ｃ
Ｍ 約２２ＣＭアソート

鉢底ネットロールタイプ 約長
さ１ｍ×幅５０ｃｍ

単価×入数

●単価216円（税込）×60

●単価216円（税込）×48

●単価216円（税込）×84

●単価216円（税込）×48

●単価216円（税込）×48

●単価216円（税込）×96

販売価格
（税込）

商品仕様

¥12,960

●重量： 130ｇ色： 赤×黒5個、青×黒5個材質：
ABS樹脂、スチール ABS Steel内容数： 1個入 ●
コード被覆剥離能力：約0.5mmー2mm 切断能力：約φ
３mmまで 根本に付いている刃でコードをカットすること
ができます。 Strips wires 0.5mm -2mm -0.02inch 0.08inch- Cuts wires Up to Diameter 3mm -0.12inchThe blade at the base can be used to cut the wire. ●
JAN：4549131375701

¥10,368

●重量： 240ｇ色： シルバー6個、黒3個、メタリップブ
ルー3個材質： シリンダー 鉄、ハンドル ポリプロピレ
ン、チューブ ポリウレタン Cylinder Iron Handle PP
Tube PU内容数： 1個入 ●一般車・シティ車等（イギリ
ス式バルブ）、マウンテンバイク（アメリカ式バルブ）に
対応 For regular and town bicycles -British valvesand mountain bikes -American valves- ●JAN：
4549131422030

¥18,144

●重量： 174ｇ色： 黒グリップ5個、青グリップ4個、赤
グリップ5個材質： 本体 カーボンスチール、グリップ 塩
化ビニル樹脂 Body Carbon steel Grip PVC内容数：
1個入 ●切断能力 軟鉄1.6mm 銅2mm Cutting
capability Flexible wire Diameter 1.6mm -0.06inchCopper wire Diameter 2mm -0.08inch- ●JAN：
4549131427103

¥10,368

●重量： 284ｇ色： アイボリー6個、ブラウン10個材質：
スチール ナイロン Steel Nylonアソート商品（JAN）：
アイボリー8PCS ブラウン8PCS Ivory 8PCS
Brown 8PCS内容数： 1個入 ●丸型花台キャスター付
約22cm 約2５ｃｍアソート Round Flower Stand -With
Casters - 22cm and 25cm ●JAN：4549131442762

¥10,368

●重量： 315ｇ色： アイボリー6個、ブラウン10個材質：
スチール ナイロン Steel Nylonアソート商品（JAN）：
アイボリー 8PCS ブラウン8PCS Ivory 8pcs
Brown 8pcs内容数： 1個入 ●角型花台キャスター付
約19cm 約22ｃｍアソート Square Flower Stand -With
Casters - 19cm and 22cm ●JAN：4549131442779

¥20,736

●重量： 本体のみ重量：99ｇ Main body weight：
0.2pond パッケージ込み重量：109ｇ The package
weight that includes it：0.24pond色： 黒（Black）8個材
質： ポリプロピレン（ＰＰ）内容数： 1個（1ＰＣＳ） ●鉢
やプランターの大きさに合わせて切って使えます。 It
cuts it to a bowl and the size of the planter and is
usable. ●JAN：4979909837269

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415879

２００円園芸用ネット 約２００
×５００ｃｍ 角目約１５ｃｍ

●単価216円（税込）×100

¥21,600

●重量： 84ｇ色： 緑（Green）10個材質： ポリエチレン
（結び網地） Polyethylene内容数： 1個入 ●野菜や
花のツルもの用棚に最適！ ツルものをはわせて窓や
外壁を覆うと太陽光の遮断と断熱効果があります。
Most suitable as nets for climbing vegetables and
flowers. Allowing some climbing plants to climb up the
net over windows and outer walls will result in blocking
sunlight and a heat insulating effect. ●JAN：
4979909910153

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415880

角型プランター６４㎝ ２４×６
４×１８㎝

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●容量： 14.4ｌ重量： 580ｇ色： 茶：10入材質： ポリプ
ロピレン内容数： 1個入 ●・６４ｃｍ巾の角型プラン
ター Rectangular planter type25.2in. ●JAN：
4993593011217

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415881

86415882

86415883

86415884

86415885

86415886

商品画像

商品名

伸縮ぴったり自転車サドルカ
バー ブラック

自転車用 前輪錠

フロントガラス用サンシェード
ジャンボ ツリー １４５×７８

フロントガラス用サンシェード
ジャンボ モノトーンボーダー

フロントガラス用サンシェード
ジャンボ マリンボーダー

コンベックスメジャー （７．５ｍ
×２５ｍｍ）

単価×入数

●単価216円（税込）×64

●単価216円（税込）×72

●単価270円（税込）×54

●単価270円（税込）×54

●単価270円（税込）×54

●単価324円（税込）×40

販売価格
（税込）

商品仕様

¥13,824

●重量： 62ｇ色： 黒1個材質： ポリウレタン 塩化ビ
ニル樹脂 PU PVC内容数： 1個入 ●自転車のサドル
に装着し、汚れや傷からサドルを保護します。 伸縮タ
イプでぴったりフィット Protects bicycle saddoles from
getting stained and damaged by covering saddles. It
fits to saddles perfectly by streching. ●JAN：
4997179879284

¥15,552

●重量： 本体110ｇ(0.243pond) パッケージ込み130ｇ
(0.286pond)色： なし1個材質： スチール(steel)内容
数： 本体1個(1pcs) カギ2本（2ｐｃｓ） ●■取り付ける
場合は必ず＃2のプラスドライバーで作業してください。
■取外し方 サイドのネジ1個を外し→本体カバーを空
ける→内側ネジを外す2ヶ所 取り付け方法はパッケー
ジを確認してください。 ●JAN：4997179886145

¥14,580

●重量： 150ｇ色： なし6個材質： ポリエステル、ゴ
ム、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂
Polyester.Gum.Polypropylene.Polyethylene.Polyvinyl
Chloride内容数： 1個入 ●サイズはあくまで目安です
ので必ず お車のフロントガラスの寸法をお確かめ下さ
い。 吸盤３個付 Since the size is just an
approximation please make sure to check the
dimensions of the car front windshield. With 3 Suckers
●JAN：4940921829341

¥14,580

●重量： 150ｇ色： なし6個材質： ポリエステル、ゴ
ム、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂
Polyester.Gum.Polypropylene.Polyethylene.Polyvinyl
Chloride内容数： 1個入 ●サイズはあくまで目安です
ので必ず お車のフロントガラスの寸法をお確かめ下さ
い。 吸盤３個付 Since the size is just an
approximation please make sure to check the
dimensions of the car front windshield. With 3 Suckers
●JAN：4940921829471

¥14,580

●重量： 150ｇ色： なし6個材質： ポリエステル、ゴ
ム、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂
Polyester.Gum.Polypropylene.Polyethylene.Polyvinyl
Chloride内容数： 1個入 ●サイズはあくまで目安です
ので必ず お車のフロントガラスの寸法をお確かめ下さ
い。 吸盤３個付 Since the size is just an
approximation please make sure to check the
dimensions of the car front windshield. With 3 Suckers
●JAN：4940921829488

¥12,960

●重量： 312ｇ色： イエロー5個、紺色5個材質： ABS
樹脂 炭素鋼 Resina ABC carbon steel内容数： 1個
入 ●人差し指を添えて、ゆっくりと巻き戻してください。
巻き取り部の縁でのケガを防止するため、手袋や軍手
を着用してください。 Retract slowly guiding with your
index finger. Wear gloves or cotton work gloves. ●
JAN：4549131235753

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415887

パイプハンマー８オンスタイプ

●単価324円（税込）×30

¥9,720

●重量： 406ｇ色： 黒10個材質： カーボンスチール
（焼き入れ）、塩化ビニル樹脂 Forged carbon steel
PVCアソート商品（JAN）： 黒グリップ 10pcs Black
Grip 10pcs内容数： 1個入 ●頭部 鍛造 頭部両先
端焼入済 The head Forged and hardened ●JAN：
4549131279665

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415888

３００円植木鉢１２号（直径約３
８ｃｍ×高さ約２７ｃｍ）

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●容量： 18ｌ重量： 500ｇ材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●３００円植木鉢１２号
（直径約３８ｃｍ×高さ約２７ｃｍ） Flower PotApprox.38cmxH27cm-15.0x10.6- ●JAN：
4549131286335

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415889

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415890

86415891

86415892

商品画像

商品名

工具箱（大）

工作用タッカー

さびに強いペンチ６インチタイ
プ

さびに強いニッパー６インチタ
イプ

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 500ｇ材質： ポリプロピレン polypropylene内
容数： 1個入 ●工具箱（大） Tool box large ●JAN：
4549131290462

¥19,440

●重量： 202ｇ色： 青 blue5個、黄色 yellow5個材質：
スチール ABS樹脂 Steel ABS内容数： 1個入 ●ポ
スター貼りに コード留めに 飾り付けに 使用針のサ
イズ：幅11.3mm-12.8mmX高さ8mm以下 Posting Wiring
Decoration work Specification of the staple
W11.3mm-12.8mmX L8mm ●JAN：4549131303650

¥19,440

●重量： 220ｇ色： 黄・黒5個、赤・黒5個材質： 本体：
カーボンスチール（ニッケルメッキ）、グリップ：塩化ビニ
ル樹脂 Body Carbon steel-nickel plated- Grip
Polyvinyl chloride内容数： 1個入 ●ニッケルメッキの
表面仕上でさびに強いです。 製造工程上油を使用し
ていますので、油がにじみ出ている事があります。 使
用後は、薄く油を塗って保管してください。 Plated
surface and rust resistant Lubricant is used in the
manufacturing process and may seep out. Apply a thin
layer of oil after use. ●JAN：4549131312089

¥19,440

●重量： 200ｇ色： 黄・黒5個、赤・黒5個材質： 本体：
カーボンスチール（ニッケルメッキ）、グリップ：塩化ビニ
ル樹脂 Body Carbon steel-nickel plated- Grip
Polyvinyl chloride内容数： 1個入 ●ニッケルメッキの
表面仕上でさびに強いです。 製造工程上油を使用し
ていますので、油がにじみ出ている事があります。 使
用後は、薄く油を塗って保管してください。 Plated
surface and rust resistant Lubricant is used in the
manufacturing process and may seep out. Apply a
thin layer of oil after use. ●JAN：4549131312096

●単価324円（税込）×60

●単価324円（税込）×60

●単価324円（税込）×60

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415893

さびに強いラジオペンチ６イン
チタイプ

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●重量： 196ｇ色： 黄・黒5個、赤・黒5個材質： 本体：
カーボンスチール（ニッケルメッキ）、グリップ：塩化ビニ
ル樹脂 Body Carbon steel-nickel plated- Grip
Polyvinyl chloride内容数： 1個入 ●ニッケルメッキの
表面仕上でさびに強いです。 製造工程上油を使用し
ていますので、油がにじみ出ている事があります。 使
用後は、薄く油を塗って保管してください。 Plated
surface and rust resistant Lubricant is used in the
manufacturing process and may seep out. Apply a
thin layer of oil after use. ●JAN：4549131312102

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415894

フラワースタンド（木目調）

●単価324円（税込）×16

¥5,184

●重量： 282.2ｇ色： ブラウン16個材質： ポリスチレン
PS内容数： 1個入 ●鉢スタンド Flower stand ●
JAN：4549131350760

¥15,552

●重量： 159ｇ色： 黒×オレンジグリップ4個、黒×青
グリップ4個材質： 刃 カーボンスチール、グリップ
ABS樹脂、熱可塑性エラストマー Blade CS Grip ABS
TPE内容数： 1個入 ●使用後は切りくずを取り除き、
汚れを拭り、錆び防止の油を塗ってください。 After
use remove chips and wipe clean. ●JAN：
4549131427127

¥15,552

●重量： 200ｇ色： 黒8個材質： チューブ本体 ブチ
ルゴム バルブステム 真鍮 バルブ台座 ブチルゴム
虫ゴム 合成ゴム Tube Butyl rubber Valve core
Brass Valvr seat Butyl rubber Insect rubber Synthetic
rubber内容数： 1個入 ●一般自転車 ２６インチ
26inches of General Bicycle ●JAN：4580418883045

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415895

86415896

木工用折り込みのこぎり（刃渡
り１３０ｍｍ）

自転車用チューブ ２６インチ

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価324円（税込）×48

●単価324円（税込）×48
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園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86415897

商品画像

商品名

自転車用チューブ ２７インチ

単価×入数

●単価324円（税込）×48

販売価格
（税込）

商品仕様

¥15,552

●重量： 205ｇ色： 黒8個材質： チューブ本体 ブチ
ルゴム バルブステム 真鍮 バルブ台座 ブチルゴム
虫ゴム 合成ゴム Tube Butyl rubber Valve core
Brass Valvr seat Butyl rubber Insect rubber Synthetic
rubber内容数： 1個入 ●一般自転車 ２７インチ
27inches of General Bicycle ●JAN：4580418883052

¥16,200

●重量： 465ｇ色： 緑のみ（Ｇｒｅｅｎ）材質： 支柱：ポリ
プロピレン スチール 塩化ビニル樹脂 （ＰＰ）（Ｓｔｅｅｌ）
（ＰＶＣ） クロス止め：ポリプロピレン（ＰＰ） ネット：ポリエ
チレン（ＰＥ）内容数： 1個（1ＰＣＳ） ●ツル植物用の
ネット付支柱です。 朝顔やえんどう豆等のつる植物に
向いています。 It is a net prop for crane plants with.
I am suitable for the creepers such as a morning glory
or the pea. ●JAN：4979909759103

86415898

大きさを自由にできるつるまき
ネット付支柱組立式 約１８０
×９

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415899

差し込み口９・５ｍｍラチェット
ハンドル約１９ｃｍ

●単価324円（税込）×32

¥10,368

●重量： 281ｇ色： 黒色4個材質： カーボンスチール
塩化ビニル樹脂 Carbon Steel PVC内容数： 1個入
●ソケットを取り付け六角ボルトナットを脱着する工具
です AFTER ASSEMBLAGE WITH THE SOCKET.IT IS
ABLE TO BE THE TOOL TO SCREW THE HEX HEAD
BOLT OR NUT ●JAN：4984343974524

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415900

六角レンチ７本組

●単価324円（税込）×80

¥25,920

●重量： 128ｇ色： 銀色4個材質： S2鋼 ポリエチレン
S2 Polyethylene内容数： 7本×1個 ●六角溝付ボル
トネジを廻す工具です EXCLUSIVELY APPLYING
FOR BOLT AND SCREW WITH HEX HOLE HEAD ●
JAN：4984343974531

¥8,640

●容量： 25ｍｌ重量： 700ｇ色： 茶20個材質： ポリプ
ロピレン Polypropylene色々価格（JAN）： ０アソート商
品（JAN）： ０内容数： 1個入 ●４００円植木鉢１４号
（直径約４3ｃｍ×高さ約31ｃｍ Flower Pot-HexagonApprox.26.5cmx26.5cmx17.5cm-10.4x10.4x6.9- ●
JAN：4549131286342

¥17,280

●重量： 225ｇ色： 銀2個、赤2個材質： アルミ スチー
ル カーボンスチール Aluminum Steel High Carbon
Steel内容数： 1個入 ●パイプの切断口に使用パイプ
をはさみハンドルを軽く締める２-３回転まわすをくり返
してください For cutting pipe Please repeat 2-3 times
which fastens a handle lightly on both sides of a pipe
●JAN：4984343946095

¥34,560

●重量： 115ｇ材質： ＡＢＳ樹脂、鉄、ニクロム線、天
然雲母、銅 Acrylonitrile butadiene styrene Iron
Nichrome Mica Copper内容数： 1個入 ●２０Ｗのハ
ンダごてです。 精密作業や電子工作に適しています。
Soldering iron 20W. Suitable for precision works and
electric works. ●JAN：4549131388794

¥34,560

●重量： 115ｇ材質： ＡＢＳ樹脂、鉄、ニクロム線、天
然雲母、銅 Acrylonitrile butadiene styrene Iron
Nichrome Mica Copper内容数： 1個入 ●３０Ｗのハ
ンダごてです。 電子工作や模型工作に適しています。
Soldering iron 30W. Suitable for electric works and
hobby modeling. ●JAN：4549131388800

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

園芸・車・ＤＩ
Ｙ・ペット

86415901

86415902

86415903

86415904

４００円植木鉢１４号（直径約４
３ｃｍ×高さ約３１ｃｍ）

パイプカッター切断可能パイプ
Φ３－２８ｍｍ

ハンダごて ２０Ｗ

ハンダごて ３０Ｗ

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価324円（税込）×50

●単価432円（税込）×20

●単価432円（税込）×40

●単価540円（税込）×64

●単価540円（税込）×64
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415905

砂絵キット

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 37.5ｇ色： なし8個材質： 紙 石英砂 Paper
Quartzose sand色々価格（JAN）： なしアソート商品
（JAN）： なし内容数： 2個入 ●オリジナルの砂絵が
作れます。 You can make original sand painting. ●
JAN：4526324060286

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415906

１０インチカラフルボール

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 100ｇ色： ピンク3個、緑3個、黄色2個、ブ
ルー2個材質： 塩化ビニル樹脂 Poly Vinyl Chloride内
容数： 1個入 ●１０インチカラフルボール jumping
ball ●JAN：4549131138368

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415907

ビー玉 メタリックカラー ビッ
グ

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 260ｇ材質： ガラス ポリプロピレン glass
polypropylene内容数： 1個入 ●ビー玉 メタリックカ
ラー ビッグ marbles metallic color ●JAN：
4549131138450

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415908

ビー玉 ベーシックカラー

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 250ｇ材質： ガラス ポリプロピレン glass
polypropylene内容数： 1個入 ●ビー玉 ベーシックカ
ラー marbles basic color ●JAN：4549131138467

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415909

ビー玉 メタリックカラー

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 250ｇ材質： ガラス ポリプロピレン glass
polypropylene内容数： 1個入 ●ビー玉 メタリックカ
ラー marbles metallic color ●JAN：4549131138474

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415910

ビーズ ６ケース入り

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 16.7ｇ色： ブルー12個材質： ビーズ：ガラ
ス、ケース：ポリスチレン BeadsGlass Case PS内容
数： 6個入 ●柔らかなツヤのあるカラービーズです。
Color Beads ●JAN：4549131170061

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415911

８．５インチスポーツボール（プ
リント）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 85ｇ色： サッカーボール（青）5個、サッカー
ボール（緑）3個、バスケットボール4個材質： 塩化ビニ
ル樹脂 Poly Vinyl Chloride内容数： 1個入 ●８．５イ
ンチスポーツボール（プリント） jumping ball ●JAN：
4549131215250

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415912

ジャンボホイッスル

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 40ｇ色： 赤5個、ブルー5個材質： アクリロニ
トリルブタジエンスチレン樹脂 Acrylonitrile butadine
styleneアソート商品（JAN）： 赤 5PCS ブルー 5PCS
RED 5PCS BULE 5PCS内容数： 1個入 ●ジャンボホ
イッスル BIG WHISTLE ●JAN：4549131226065

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415913

ひんやりドロドロドロネーバ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 140ｇ色： ピンク6個、グリーン6個材質： ポリ
プロピレン グアーガム POLYPROPYLENE GUAR
GUMアソート商品（JAN）： ピンク ６入 グリーン ６
入内容数： 1個×1個 ●ひんやりドロドロドロネーバ
●JAN：4549131264883

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415914

木製３Ｄ模型 プテラノドン

●単価108円（税込）×84

¥9,072

●重量： 150ｇ色： プテラノドン6個材質： シナノキ 紙
Japanese linden Paper内容数： 1個入 ●木製３D模
型 プテラノドン Wooden 3D Model -Pteranodon- ●
JAN：4549131299250

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415915

木製３Ｄ模型 ティラノサウル
ス

●単価108円（税込）×84

¥9,072

●重量： 150ｇ色： ティラノサウルス6個材質： シナノ
キ 紙 Japanese linden Paper内容数： 1個入 ●木製
３Ｄ模型 ティラノサウルス Wooden 3D Model Tyrannosaurus- ●JAN：4549131299267

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415916

木製３Ｄ模型 飛行機

●単価108円（税込）×84

¥9,072

●重量： 150ｇ色： 飛行機6個材質： シナノキ 紙
Japanese linden Paper内容数： 1個入 ●木製３Ｄ模
型 飛行機 Wooden 3D Model -Airplane- ●JAN：
4549131299281

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415917

木製３Ｄ模型 ヘリコプター

●単価108円（税込）×84

¥9,072

●重量： 150ｇ色： ヘリコプター6個材質： シナノキ 紙
Japanese linden Paper内容数： 1個入 ●木製３Ｄ模
型 ヘリコプター Wooden 3D Model -Helicopter- ●
JAN：4549131299298

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415918

木製３Ｄ模型 スポーツカー

●単価108円（税込）×84

¥9,072

●重量： 150ｇ色： スポーツカー6個材質： シナノキ
紙 Japanese linden Paper内容数： 1個入 ●木製３Ｄ
模型 スポーツカー Wooden 3D Model -Sports Car●JAN：4549131299311

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415919

木製３Ｄ模型 オートバイ

●単価108円（税込）×84

¥9,072

●重量： 150ｇ色： オートバイ6個材質： シナノキ 紙
Japanese linden Paper内容数： 1個入 ●木製３D模
型 オートバイ Wooden 3D Model -Motorcycle- ●
JAN：4549131299328

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415920

木製３Ｄ模型 イグアノドン

●単価108円（税込）×84

¥9,072

●重量： 150ｇ色： イグアノドン6個材質： シナノキ 紙
Japanese linden Paper内容数： 1個入 ●木製３Ｄ模
型 イグアノドン Wooden 3D Model -Iguanodon- ●
JAN：4549131299342

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415921

商品画像

商品名

木製３Ｄ模型 マンモス

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

●単価108円（税込）×84

¥9,072

●重量： 150ｇ色： マンモス6個材質： シナノキ 紙
Japanese linden Paper内容数： 1個入 ●木製３Ｄ模
型 マンモス Wooden 3D Model -Mammoth- ●JAN：
4549131299359

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415922

ビー玉 ベーシックカラー ビッ
グ

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 260ｇ色： ビー玉 ベーシックカラー ビッグ10
個材質： ガラス GLASSアソート商品（JAN）： ビー玉
ベーシックカラー ビッグ 10PCS MARBLES BASIC
COLOR BIG 10PCS内容数： 1袋×1個 ●ビー玉
ベーシックカラー ビッグ MARBLES BASIC COLOR
BIG ●JAN：4549131319439

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415923

走るパクパクワニさん

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 75ｇ色： イエロー4個、グリーン4個材質： ポ
リプロピレン PP内容数： 1個入 ●走るパクパクワニ
さん Run and Chomp Alligator ●JAN：
4549131346930

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415924

キャッチボール

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 32ｇ色： イエロー6個、グリーン6個材質： 本
体（ポリプロピレン、ポリスチレン）
ボール （ポリエ
チレン） PP PS PE内容数： 1個入 ●キャッチボー
ル CatchBall ●JAN：4549131347029

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415925

スキップボール

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 42.5ｇ材質： ポリプロピレン ポリエチレン
PP PE内容数： 1個入 ●スキップボール Skip Ball
●JAN：4549131361766

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415926

ハッピーバースデー紙袋 ブ
ラックボード風（約３３×２６×
１２

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 113ｇ材質： 紙 PAPER内容数： 1個入 ●
ハッピーバースデー紙袋 ブラックボード風 ＢＩＲＴＨＤ
ＡＹ ＭＡＴＴＥ ＰＡＰＥＲ ＢＡＧ ●JAN：
4549131365481

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415927

リアル恐竜

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 105ｇ材質： 塩化ビニル樹脂 PVC内容数：
1個入 ●リアル恐竜 Realistic Dinosaur ●JAN：
4549131392012

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415928

ドラムセット

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 52ｇ材質： ポリスチレン ステンレス ポリプ
ロピレン HIPS STEEL PP内容数： 1個入 ●ドラム
セット Drum Set ●JAN：4549131392944

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415929

歩く！くねくねクロコダイル

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 45ｇ材質： ポリプロピレン PP内容数： 1個
入 ●歩く！くねくねクロコダイル Clockwork Crocodile
●JAN：4549131392951

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415930

サウンドガン

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 77ｇ材質： ポリプロピレン PP内容数： 1個
入 ●サウンドガン Toy Gun With Noise ●JAN：
4549131392975

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415931

積み木でパズル Ａ

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 120ｇ色： 積み木でパズル A10個材質： 雑
木 MDF WOOD MDF内容数： 1個入 ●積み木でパ
ズル A BLOCK PUZZLE A ●JAN：4549131400229

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415932

積み木でパズル Ｃ

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 150ｇ色： 積み木でパズル C10個材質： シ
リブカガシ MDF Lithocarpus glaber MDF内容数： 1個
入 ●積み木でパズル C BLOCK PUZZLE C ●JAN：
4549131400243

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415933

トランプ（プラスチック製、ケー
ス付）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 125ｇ色： 赤12個材質： 塩化ビニル樹脂、ポ
リスチレン PVC PS内容数： 1個入 ●汚れた場合は
水または中性洗剤をつけた布で拭き取ってください。
Wipe clean with cloth dipped in water or neutral
detergent. ●JAN：4549131407228

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415934

怪人マスク

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 41ｇ材質： ポリブロピレン PP内容数： 1個
入 ●怪人マスク Phantom Mask ●JAN：
4549131414806

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415935

キラキラモール ホワイト
リーフ １．８ｍ

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 49ｇ材質： ポリエチレンテレフタレート樹脂、
スチール PET steel内容数： 1個入 ●色落ちします。
あらかじめご了承の上ご購入ください。 Color may
fade. Thank you for your understanding. ●JAN：
4549131420401

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415936

キラキラモール シルバー ス
ノー １．８ｍ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 48ｇ材質： ポリエチレンテレフタレート樹脂、
スチール PET steel内容数： 1個入 ●色落ちします。
あらかじめご了承の上ご購入ください。 Color may
fade. Thank you for your understanding. ●JAN：
4549131420418

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415937

キラキラモール ベル １．８ｍ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 45ｇ材質： ポリエチレンテレフタレート樹脂、
スチール PET steel内容数： 1個入 ●色落ちします。
あらかじめご了承の上ご購入ください。 Color may
fade. Thank you for your understanding. ●JAN：
4549131420425

86415938

キラキラモール ステッキ １．
８ｍ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 45ｇ材質： ポリエチレンテレフタレート樹脂、
スチール PET steel内容数： 1個入 ●色落ちします。
あらかじめご了承の上ご購入ください。 Color may
fade. Thank you for your understanding. ●JAN：
4549131420432

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415939

キラキラモール ヒイラギ グ
リーン １．８ｍ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 43ｇ材質： ポリエチレンテレフタレート樹脂、
スチール、塩化ビニール樹脂 PET steel PVC内容数：
1個入 ●色落ちします。あらかじめご了承の上ご購入
ください。 Color may fade. Thank you for your
understanding. ●JAN：4549131420463

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415940

キラキラモール ヒイラギ
ゴールド １．８ｍ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 43ｇ材質： ポリエチレンテレフタレート、ス
チール、塩化ビニール樹脂 PET steel PVC内容数： 1
個入 ●色落ちします。あらかじめご了承の上ご購入く
ださい。 Color may fade. Thank you for your
understanding. ●JAN：4549131420470

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415941

キラキラモール ホワイトミック
ス ２．５ｍ 金

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 41ｇ材質： ポリエチレンテレフタレート、ス
チール PET steel内容数： 1個入 ●色落ちします。あ
らかじめご了承の上ご購入ください。 Color may fade.
Thank you for your understanding. ●JAN：
4549131421576

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415942

キラキラモール ホワイトミック
ス ２．５ｍ 銀

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 41ｇ材質： ポリエチレンテレフタレート樹脂、
スチール PET steel内容数： 1個入 ●色落ちします。
あらかじめご了承の上ご購入ください。 Color may
fade. Thank you for your understanding. ●JAN：
4549131421583

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415943

キラキラモール ホワイトミック
ス ２．５ｍ 赤

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 41ｇ材質： ポリエチレンテレフタレート樹脂、
スチール PET steel内容数： 1個入 ●色落ちします。
あらかじめご了承の上ご購入ください。 Color may
fade. Thank you for your understanding. ●JAN：
4549131421590

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415944

キラキラモール ホワイトミック
ス ２．５ｍ 緑

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 41ｇ材質： ポリエチレンテレフタレート樹脂、
スチール PET steel内容数： 1個入 ●色落ちします。
あらかじめご了承の上ご購入ください。 Color may
fade. Thank you for your understanding. ●JAN：
4549131421606

玩具・パー
ティ・スポーツ

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415945

日本応援カチューシャ

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 24ｇ材質： ポリエステル POLYESTER
SAITIN内容数： 1個入 ●日本応援カチューシャ hair
clasp ●JAN：4549131423389

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415946

写真デコレーションボード

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 107ｇ色： なし12個材質： 紙 paper内容数：
1個入 ●写真デコレーションボード Photo decoration
board ●JAN：4549131424980

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415947

おすなばバケツ

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 97ｇ色： 赤、水色10個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●おすなば用のバケツ
です。 Sandbox Bucket ●JAN：4549131433395

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415948

ＭＤＦプレート ハート

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 120ｇ色： 白6個材質： MDF MDF内容数：
1個入 ●ＭＤＦプレート ハート mdf wooden boards
heart ●JAN：4549131439625

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415949

木製パズル 乗物２

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 149ｇ色： 乗物6個材質： シナノキ 紙
Japanese linden Paper内容数： 1個入 ●木製パズル
乗物2 Wooden Puzzle -Vehicles 2- ●JAN：
4549131443172

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415950

ビー玉 マーブルカラー

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 250ｇ色： ビー玉 マーブルカラー10個材質：
ガラス ポリプロピレン glass polypropylene内容数： 1
個入 ●ビー玉 マーブルカラー marbles marble color
●JAN：4549131443400

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415951

ソフトソード

●単価108円（税込）×36

¥3,888

●重量： 56ｇ材質： 発泡ポリエチレン Expanded
polyethylene内容数： 1個入 ●ソフトソード SOFT
SWORD ●JAN：4549131452198

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415952

ライトブレード

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 78ｇ材質： ポリエチレン ポリスチレン PE PS
内容数： 1個入 ●ライトブレード Light Blade ●
JAN：4549131452211

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415953

ウェディングオーナメント（ブー
ケ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 120ｇ材質： ポリレジン Polyresin内容数： 1
個入 ●ウェディングオーナメント（ブーケ） Wedding
Ornament -Bouquet- ●JAN：4549131486117

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415954

トロフィー（シルバー）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 64ｇ色： シルバー6個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●トロフィー（シルバー）
Trophy -Silver- ●JAN：4549892405365

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415955

どきどきエンジョイドミノ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 40ｇ色： グリーン12個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●どきどきエンジョイド
ミノ Thrilling Dominoes ●JAN：4549892405389

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415956

トロフィー（ゴールド）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 64ｇ色： ゴールド6個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●トロフィー（ゴールド）
Trophy -Gold- ●JAN：4549892405457

商品画像

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415957

紙テープ 白

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 44ｇ色： 白10個材質： 紙 Paper内容数： 2
個入 ●パーティーや文化祭の飾り付けなどに ご使
用いただけます。 Useful for decoration of parties and
various events. La decoracion del festival cultural y
fiesta. ●JAN：4562268225213

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415958

紙テープ 赤

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 44ｇ色： 赤10個材質： 紙 Paper内容数： 2
個入 ●パーティーや文化祭の飾り付けなどに ご使
用いただけます。 Useful for decoration of parties and
various events. La decoracion del festival cultural y
fiesta. ●JAN：4562268225220

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415959

紙テープ 黄色

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 44ｇ色： 黄10個材質： 紙 Paper内容数： 2
個入 ●パーティーや文化祭の飾り付けなどに ご使
用いただけます。 Useful for decoration of parties and
various events. La decoracion del festival cultural y
fiesta. ●JAN：4562268225237

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415960

紙テープ 水色

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 44ｇ材質： 紙 Paper内容数： 2個入 ●
パーティーや文化祭の飾り付けなどに ご使用いただ
けます。 Useful for decoration of parties and various
events. La decoracion del festival cultural y fiesta. ●
JAN：4562268225244

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415961

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415963

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

紙テープ ピンク

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 44ｇ材質： 紙 Paper内容数： 2個入 ●
パーティーや文化祭の飾り付けなどに ご使用いただ
けます。 Useful for decoration of parties and various
events. La decoracion del festival cultural y fiesta. ●
JAN：4562268225251

ジュウオウジャー トランプ

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 88ｇ色： なし10個材質： 紙 Paper内容数：
1個入 ●男の子に大人気の 動物戦隊ジュウオウ
ジャーの 紙製トランプです。 Playing Cads of
ZYUOHGER ●JAN：4901771113974

商品画像

商品名

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415964

蛍光色ビニールなわとび

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 44ｇ色： 青15個、ピンク10個、黒10個、紫5
個、緑5個、黄5個材質： 塩化ビニール樹脂 Polyvinyl
Chlorideアソート商品（JAN）： 4904901004234内容数：
1本入 ●大人でも跳べる長さ（2ｍ60㎝）。長さ調節可
能。 Length which an adult can also skip
2m60cm.Length regulation is possible. ●JAN：
4904901004234

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415965

卓球ボール ６個入

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 4ｇ色： 白White12個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 6個入 ●卓球用のボール
Ball for table tennis. ●JAN：4940921817881

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415966

卓球ボール オレンジ ６個入

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 4ｇ色： オレンジOrange12個材質： ポリプロ
ピレン Polypropylene内容数： 6個入 ●卓球用の
ボール Ball for table tennis. ●JAN：4940921817898

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415967

振って楽しいバブルバー忍者
刀

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 250ｇ色： ブルー5個、グリーン3個、ピンク2
個材質： ポリプロピレン ポリ塩化ビニル 精製水 界面
活性剤 フェノキシタノール PP PVC FILLED WATER
CAB PHENOXYETHANOL内容数： 1個入 ●振って楽
しいバブルバー忍者刀 Bubble bar ●JAN：
4947678002348

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415968

エコーマイク

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 53ｇ色： レッド5個、ブルー5個材質： 耐衝撃
性ポリスチレン ポリスチレン HIPS PS内容数： 1個
入 ●エコーマイク ECO MIKE ●JAN：
4947678008203

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415969

双眼鏡

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 43.5ｇ色： レッド5個、ブルー5個材質： ポリ
プロピレン、ポリスチレン PP PS内容数： 1個入 ●双
眼鏡 Binoculars ●JAN：4947678029581

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415970

リモコンカー

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 55.5ｇ色： レッドトラック型3個、ブルートラック
型3個、レッドジープ型3個、ブルージープ型3個材質：
ポリプロピレン PP内容数： 1個入 ●リモコンカー
remote control truck ●JAN：4947678034813

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415971

マラカス

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 39.2ｇ色： ブルー10個材質： ポリスチレン
耐衝撃性ポリスチレン PS HIPS内容数： 1個入 ●マ
ラカス Maracas ●JAN：4947678034820

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415972

シューティング

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 26.6ｇ色： レッド5個、イエロー5個材質： ポリ
プロピレン ポリエチレン PP PE内容数： 1個入 ●
シューティング Shooting BASKET ●JAN：
4947678034851

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415973

フライングヘリコプター

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 66ｇ色： グリーン＊イエロー5個、レッド＊グ
リーン5個材質： ポリプロピレン 合成ラバー スチー
ル PP TPR STEEL内容数： 1個入 ●フライングヘリ
コプター FLYING HELICOPTER ●JAN：
4947678035858

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415974

吸盤キャッチボール

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 135ｇ色： イエロー5個、レッド5個材質： 塩
化ビニル樹脂 ポリプロピレン ポリエステル PVC PP
Polyester内容数： 1個入 ●吸盤キャッチボール
Suction Cup Catch ●JAN：4947678039771

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415975

クマのヘリコプター

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 35ｇ材質： ポリプロピレン、ポリスチレン
Polypropylene Polystyrene内容数： 1個入 ●クマの
ヘリコプター Bear Helicopter ●JAN：4947678039795

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415976

ヨットにのせよう 魚つり

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 43.3ｇ色： イエローボート・レッド帆5個、レッド
ボート・イエロー帆5個材質： ポリプロピレン ポリエチレ
ン PP PE内容数： 1個入 ●ヨットにのせよう 魚つり
Go Fish ●JAN：4947678039801

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415977

アヒルカー

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 65ｇ色： イエロー10個材質： ポリプロピレン
PP内容数： 1個入 ●アヒルカー Duck Car ●JAN：
4947678039825

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415978

パトカー

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 48ｇ色： ホワイト5個、レッド5個材質： ポリプ
ロピレン ポリスチレン PP PS内容数： 1個入 ●パト
カー Police Car ●JAN：4947678039832

86415979

現場で働く！！タンクローリー
＆ショベルカー

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 60ｇ色： オレンジ＊ブルー10個材質： ポリ
プロピレン PP内容数： 2個1個 ●現場で働く！！タ
ンクローリー＆ショベルカー 重さ各31g 29g
Construction Site Tanker and Excavator weight each
31g and 29g ●JAN：4947678039849

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415980

現場で働く！！ダンプカー＆ミ
キサー車

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 55ｇ色： レッド＊グリーン10個材質： ポリプ
ロピレン PP内容数： 2個1個 ●現場で働く！！ダン
プカー＆ミキサー車 重さ各26g 29g Construction
Site Dump Truck and Concrete Mixer weight each 26g
and 29g ●JAN：4947678039870

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415981

ヨットにのせよう アヒルすくい

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 44.8ｇ色： イエローボート・レッド帆5個、レッド
ボート・イエロー帆5個材質： ポリプロピレン ポリエチレ
ン PP PE内容数： 1個入 ●ヨットにのせよう アヒル
すくい Go duck ●JAN：4947678039900

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415982

ミニシャボン玉セット

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 36.6ｇ色： グリーン＊イエロー＊ピンク10個
材質： ポリプロピレン 塩化ビニル樹脂 PP PVC内容
数： 3個入 ●ミニシャボン玉セット Mini Bubble Set
●JAN：4947678039931

¥8,640

●重量： 108ｇ色： グリーンドットロッド＊オレンジロッ
ド5個、オレンジドットロッド＊グリーンロッド5個材質：
ポリプロピレン ポリエチレン Polypropylene
Polyethylene内容数： 1個入 ●シャボン玉セットダブ
ルフープ Soap Bubble Double Hoop Set ●JAN：
4947678039948

¥7,776

●重量： 169ｇ色： イエロー4個、グリーン4個、ブルー
4個材質： ABS樹脂 ポリプロピレン 塩化ビニル樹脂
精製水 グリセロール 界面活性剤 ABS PP PVC
Purified Water Glycerol Surfactant内容数： 1個入 ●
シャボン玉ソード Bubble Sword ●JAN：
4947678039962

¥7,776

●重量： 100ｇ色： ピンク4個、グリーン4個、ブルー4
個材質： ABS樹脂 ポリプロピレン 塩化ビニル樹脂
精製水 グリセロール 界面活性剤 ABS PP PVC
Purified Water Glycerol Surfactant内容数： 1個入 ●
アヒルスティックシャボン玉 Duck Stick Bubble Blower
●JAN：4947678039993

玩具・パー
ティ・スポーツ

玩具・パー
ティ・スポーツ

玩具・パー
ティ・スポーツ

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415983

86415984

86415985

商品画像

商品名

シャボン玉セットダブルフープ

シャボン玉ソード

アヒルスティックシャボン玉

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×80

●単価108円（税込）×72

●単価108円（税込）×72
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415986

キッズブラスバンド

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 86.3ｇ色： ブルー イエロー レッド3個、レッド
ブルー イエロー3個、イエロー レッド ブルー4個材質：
ポリスチレン PSアソート商品（JAN）： 3色 3colors内
容数： 1個入 ●キッズブラスバンド KIDS TRUMPET
●JAN：4947678807721

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415987

おもちゃの札束１００枚入

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 88ｇ色： 黄 yellow10個材質： 紙 PAPER内
容数： 1個入 ●おもちゃの札束１００枚入です。
PLAY MONEY ●JAN：4947678903034

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415988

おもちゃの千円札 １００枚入

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 80ｇ色： グレーGray10個材質： 紙 PAPER
内容数： 1袋入 ●おもちゃの千円札 １００枚入です
Toy money ●JAN：4947678931730

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415989

おもちゃの五千円札 １００枚
入

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 80ｇ色： グレーGray10個材質： 紙 PAPER
内容数： 100枚×1個 ●おもちゃの五千円札 １００枚
入です Toy money ●JAN：4947678931747

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415990

おもちゃの一万円札

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 76ｇ色： グレーGray10個材質： 紙 PAPER
内容数： 1枚入 ●おもちゃの一万円札です TOY
MONEY ●JAN：4947678970159

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415991

ポータブルチェス

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 83.3ｇ色： レッドRed8個材質： 耐衝撃性ポリ
スチレン スチール ポリプロピレン マグネット HIPS
STEEL PP MAGNET内容数： 1袋入 ●ポータブルチェ
スです MAGNET GAME CHESS ●JAN：
4947678976700

商品画像

商品名

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415992

対決！リバーシゲーム

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 100ｇ色： グリーンgreen8個材質： 耐衝撃性
ポリスチレン アイロン ポリプロピレン マグネット
HIPS IRON PP MAGNET内容数： 1袋入 ●対決！リ
バーシゲームです Reversigame ●JAN：
4947678976717

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415993

大工さんセット

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 106.2ｇ色： オレンジOrange 10個材質： ポリ
プロピレン PP内容数： 1袋6個 ●大工さんセットです
TOY TOOL SET ●JAN：4947678976724

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

玩具・パー
ティ・スポーツ

86415994

玩具・パー
ティ・スポーツ

玩具・パー
ティ・スポーツ

玩具・パー
ティ・スポーツ

玩具・パー
ティ・スポーツ

玩具・パー
ティ・スポーツ

玩具・パー
ティ・スポーツ

玩具・パー
ティ・スポーツ

単価×入数

販売価格
（税込）

ファイヤーヨーヨーＢ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 52ｇ色： イエロー YELLOW 4個、ブルー
BLUE 4個材質： ポリスチレン 綿 スチール PS
COTTON STEEL内容数： 1個入 ●いろんな方法で
楽しめるヨーヨーです。 we can play with YOYO in
various ways ●JAN：4947678978711

86415995

ピストルダーツ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 127.6ｇ色： ブラックBlack8個材質： ポリプロ
ピレン ポリ塩化ビニル 紙 PP PVC PAPER内容数：
1個入 ●ピストルダーツです PISTOL DART ●JAN：
4947678989250

86415996

ヌンチャク道場

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 55.6ｇ色： ブラック6個材質： ポリプロピレン
エチレン酢酸ビニル ポリ塩化ビニル 綿 PP EVA PVC
COTTON内容数： 1個入 ●ヌンチャク道場
Nunchaku dojo ●JAN：4947678990133

¥10,800

●重量： 130ｇ色： なし1個材質： 紙 paper内容数：
60枚入 ●ゲームに参加する人全員に１枚づつカード
を配ります。最初に真ん中のフリースペースを開けてお
きます。読み上げられた数字が手持ちのカードにあった
ら、そのマスに穴を開けます タテ、ヨコ、ナナメ いず
れか一列開いたら ビンゴ One caed is distribted to
those that play the game free space of middle is
opened first The mass is punctured when the figure
reas-out is on your card When either of length and
width or alanting row opens the card corresponds to
the numbers from 1to75 ●JAN：4964694338848

¥10,800

●重量： 130ｇ色： なし1個材質： 紙 paper内容数：
60枚入 ●ゲームに参加する人全員に１枚づつカード
を配ります。最初に真ん中のフリースペースを開けてお
きます。読み上げられた数字が手持ちのカードにあった
ら、そのマスに穴を開けます タテ、ヨコ、ナナメ いず
れか一列開いたら ビンゴ One caed is distribted to
those that play the game free space of middle is
opened first The mass is punctured when the figure
reas-out is on your card When either of length and
width or alanting row opens the card corresponds to
the numbers from 1to75 ●JAN：4964694338855

¥10,800

●重量： 130ｇ色： なし1個材質： 紙 paper内容数：
60枚入 ●ゲームに参加する人全員に１枚づつカード
を配ります。最初に真ん中のフリースペースを開けてお
きます。読み上げられた数字が手持ちのカードにあった
ら、そのマスに穴を開けます タテ、ヨコ、ナナメ いず
れか一列開いたら ビンゴ One caed is distribted to
those that play the game free space of middle is
opened first The mass is punctured when the figure
reas-out is on your card When either of length and
width or alanting row opens the card corresponds to
the numbers from 1to75 ●JAN：4964694338862

¥10,800

●重量： 130ｇ色： なし1個材質： 紙 paper内容数：
60枚入 ●ゲームに参加する人全員に１枚づつカード
を配ります。最初に真ん中のフリースペースを開けてお
きます。読み上げられた数字が手持ちのカードにあった
ら、そのマスに穴を開けます タテ、ヨコ、ナナメ いず
れか一列開いたら ビンゴ One caed is distribted to
those that play the game free space of middle is
opened first The mass is punctured when the figure
reas-out is on your card When either of length and
width or alanting row opens the card corresponds to
the numbers from 1to75 ●JAN：4964694338879

¥10,800

●重量： 130ｇ色： なし1個材質： 紙 paper内容数：
60枚入 ●ゲームに参加する人全員に１枚づつカード
を配ります。最初に真ん中のフリースペースを開けてお
きます。読み上げられた数字が手持ちのカードにあった
ら、そのマスに穴を開けます タテ、ヨコ、ナナメ いず
れか一列開いたら ビンゴ One caed is distribted to
those that play the game free space of middle is
opened first The mass is punctured when the figure
reas-out is on your card When either of length and
width or alanting row opens the card corresponds to
the numbers from 1to75 ●JAN：4964694338886

86415997

86415998

86415999

86416000

86416001

商品画像

商品名

ビンゴカード（Ａ）

ビンゴカード（Ｂ）

ビンゴカード（Ｃ）

ビンゴカード（Ｄ）

ビンゴカード（Ｅ）

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×100

●単価108円（税込）×100

●単価108円（税込）×100

●単価108円（税込）×100

●単価108円（税込）×100

商品仕様
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416002

カラフルボール

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 6ｇ色： 赤3個、青2個、黄3個、緑2個材質：
ボール：ポリエチレン 包装なし内容数： 10個入 ●カラ
フルなボール１０個セットです It is one colorful set
that consists of ten ball unit. ●JAN：4984343279087

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416003

ステップアップパズル ３枚
パック のりもの

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 35ｇ色： アソートなし No assorted12個材
質： 紙 Paper内容数： 3枚入 ●お子様向けのパズ
ルです。 Puzzle for child. ●JAN：4997642061444

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416004

ステップアップパズル ３枚
パック どうぶつ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 35ｇ色： アソートなし No assorted12個材
質： 紙 Paper内容数： 3枚入 ●お子様向けのパズ
ルです。 Puzzle for child. ●JAN：4997642061451

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416005

ステップアップパズル ３枚
パック せいかつ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 35ｇ色： アソートなし No assorted12個材
質： 紙 Paper内容数： 3枚入 ●お子様向けのパズ
ルです。 Puzzle for child. ●JAN：4997642061468

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416006

バースデーテーブルクロス
バルーン

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 63ｇ色： アソートなし No assorted6個材質：
ポリエステル１００％ Polyester100pct内容数： 1枚入
●テーブルクロスとして お使い下さい。 Please use
for Tablecloth. ●JAN：4997642105001

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416007

バースデーテーブルクロス
ポップ

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 63ｇ色： アソートなし No assorted6個材質：
ポリエステル１００％ Polyester100pct内容数： 1枚入
●テーブルクロスとして お使い下さい。 Please use
for Tablecloth. ●JAN：4997642105018

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416008

ウェディングオーナメント（ボー
ド）

●単価162円（税込）×96

¥15,552

●重量： 140ｇ材質： ポリレジン Polyresin内容数： 1
個入 ●ウェディングオーナメント（ボード） Wedding
Ornament -Sign- ●JAN：4549131486124

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416009

ウェディングオーナメント（ケー
キ）

●単価162円（税込）×54

¥8,748

●重量： 170ｇ材質： ポリレジン Polyresin内容数： 1
個入 ●ウェディングオーナメント（ケーキ） Wedding
Ornament -Cake- ●JAN：4549131486131

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416010

けん玉

●単価216円（税込）×96

¥20,736

●重量： 105ｇ色： ナチュラル4個、ブラウン4個材質：
イジュ、テリレン Gugertree Terylene色々価格（JAN）：
なしアソート商品（JAN）： なし内容数： 1個入 ●けん
玉は、十字状の「けん（剣）」と穴の空いた「玉」で構成さ
れる玩具。玉を2つの皿や剣に刺して遊べます。 A
kendama is a traditional Japanese toy which consists
of two wooden cups of different sizes placed on the
center of a wooden spike and smaller cup with a ball
connected by a string. ●JAN：4526324060194

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416011

日本応援ハット

●単価216円（税込）×80

¥17,280

●重量： 50ｇ材質： ポリエステル POLYESTER内容
数： 1個入 ●日本応援ハット Cheering for Japan
Hat ●JAN：4549131400915

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416012

日本応援 日の丸ハット

●単価216円（税込）×80

¥17,280

●重量： 60ｇ材質： ポリエステル POLYESTER内容
数： 1個入 ●日本応援 日の丸ハット Cheering for
Japan Hat -Hinomaru- ●JAN：4549131400922

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416013

日本応援マフラー

●単価216円（税込）×100

¥21,600

●重量： 53ｇ材質： ポリエステル POLYESTER内容
数： 1個入 ●日本応援マフラー Cheering for Japan
Scarf ●JAN：4549131400939

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416015

柳のリース ホワイト（直径３０
ｃｍ）

●単価216円（税込）×36

¥7,776

●重量： 132ｇ色： なし6個材質： 柳 Wicker 内容数：
1個入 ●柳のリース ホワイト 直径30ｃｍ Wicker
Wreath White Diameter 30cm ●JAN：4549131424973

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416016

パイレーツハット

●単価216円（税込）×96

¥20,736

●重量： 67ｇ材質： ポリエステル、鉄 Polyester iron
内容数： 1個入 ●パイレーツハット Pirate Hat ●
JAN：4549131441642

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416017

２００円ビンゴマシーン

●単価216円（税込）×36

¥7,776

●重量： 54.8ｇ色： ブルーホワイトイエロー6個材質：
ポリスチレン 紙 PS PAPER内容数： 1個入 ●ビンゴ
マシーン BINGO GAME ●JAN：4947678911046

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416018

５色テープのド迫力クラッカー

●単価216円（税込）×96

¥20,736

●容量： 2.7l重量： 84ｇ色： なし12個材質： ポリプロ
ピレン polypropylene 紙 paper ポリエチレン
polyethylene 火薬 low explosive内容数： １個 ●引き
ひもを引くとパンと音がして紙テープが飛び出します。
●JAN：4984343628502

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416019

バースデーハット

●単価324円（税込）×48

¥15,552

●重量： 110ｇ色： ピンク3個、水色3個材質： ポリエ
ステル ポリウレタン ポリプロピレン 鉄 polyester
PP
PU
iron内容数： 1個入 ●バースデーハット
Birthday Hat ●JAN：4549131371727

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416020

日本国旗 着用タイプ（１００
×１５０ｃｍ）

●単価324円（税込）×80

¥25,920

●重量： 135ｇ材質： ポリエステル POLYESTER内容
数： 1個入 ●日本国旗 着用タイプ（100×150ｃｍ）
Japanese Flag -Wearable - 100cm x 150cm - 39.4 x
59.1- ●JAN：4549131400946

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416021

アニマル帽子 タイガー

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●重量： 100ｇ材質： ポリエステル、ポリエチレン
Polyester polyethylene内容数： 1個入 ●アニマル帽
子 トナカイ Animal Hat -Tiger- ●JAN：
4549131422337

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416022

アニマル帽子 クマ

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●重量： 100ｇ材質： ポリエステル、ポリエチレン
Polyester polyethylene内容数： 1個入 ●アニマル帽
子 クマ Animal Hat -Bear- ●JAN：4549131422344

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416023

アニマル帽子 ゾウ

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●重量： 100ｇ材質： ポリエステル、ポリエチレン
Polyester polyethylene内容数： 1個入 ●アニマル帽
子 ゾウ Animal Hat -Elephant- ●JAN：
4549131422351

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416024

アニマル帽子 サル

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●重量： 100ｇ材質： ポリエステル、ポリエチレン
Polyester polyethylene内容数： 1個入 ●アニマル帽
子 サル Animal Hat -Monkey- ●JAN：
4549131422368

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416025

アニマル帽子 ヒヨコ

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●重量： 100ｇ材質： ポリエステル、ポリエチレン
Polyester polyethylene内容数： 1個入 ●アニマル帽
子 ヒヨコ Animal Hat -Chick- ●JAN：
4549131422375

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416026

アニマル帽子 パンダ

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●重量： 100ｇ材質： ポリエステル、ポリエチレン
Polyester polyethylene内容数： 1個入 ●アニマル帽
子 パンダ Animal Hat -Panda- ●JAN：
4549131425017

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416027

アニマル帽子 ヒョウ

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●重量： 100ｇ材質： ポリエステル、ポリエチレン
Polyester polyethylene内容数： 1個入 ●アニマル帽
子 ヒョウ Animal Hat -Leopard- ●JAN：
4549131425024

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416028

アニマル帽子 キリン

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●重量： 100ｇ材質： ポリエステル、ポリエチレン
Polyester polyethylene内容数： 1個入 ●アニマル帽
子 キリン Animal Hat -Giraffe- ●JAN：
4549131425031

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416029

アニマル帽子 トナカイ

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●重量： 100ｇ材質： ポリエステル、ポリエチレン
Polyester polyethylene内容数： 1個入 ●アニマル帽
子 トナカイ animalcap reindeer ●JAN：
4549131425048

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416030

パーティーカツラ アフロ ブ
ラック

●単価324円（税込）×96

¥31,104

●重量： 110ｇ材質： ポリエチレンテレフタレート樹脂
ポリエステル PET Polyester内容数： 1個入 ●玩具
ではありません。 ●JAN：4549131441659

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416031

パーティーカツラ アフロ ブ
ルー

●単価324円（税込）×96

¥31,104

●重量： 110ｇ材質： ポリエチレンテレフタレート樹脂
ポリエステル PET Polyester内容数： 1個入 ●玩具
ではありません。 ●JAN：4549131441673

¥7,776

●重量： 166.6ｇ色： イエロー（YELLOW）12個、レッド
（RED）12個材質： ポリスチレン スチール ポリプロピ
レン 高密度ポリエチレン PS STEEL PP HDPE内容
数： 1個6個 ●この商品はカトン出しの商品で保護用
インナーが入って降りますのでネットウェイトやグロス
ウェイトの間に1kgの差がございます ミニゴルフセットで
す おうちや公園で好きな場所にカップ台を置きホール
を作って楽しんでください For Protection of products
there are inner so NW is different for 1Kg with GW
Play mini golf set Put the golf board on your garden or
park nearby to make a golf hole ●JAN：
4947678985191

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416032

商品画像

商品名

３００円ミニゴルフセット

●単価324円（税込）×24

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416033

百人一首

●単価540円（税込）×8

¥4,320

●重量： 627.5ｇ色： なし8個材質： 紙 Paper色々価
格（JAN）： なしアソート商品（JAN）： なし内容数： 1
個入 ●百人一首は日本の伝統ある歌集で主にかるた
として知られています。文字を上に向けて並べ、読み人
が読み上げた札に合った取り札を取り合います。
Hyakunin issyu is Japanese traditional anthology of
waka poems and it is mainly known as Karuta game.
Spread the grabbing card to be seen by everyone.
Reader calls over the reading card and player should
find and pat the grabbing card which shows reading
card immediately. ●JAN：4526324052656

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416034

バランスアイスキューブ

●単価540円（税込）×24

¥12,960

●重量： 329ｇ材質： ポリプロピレン.ポリスチレン
PP.HIPS内容数： 1個入 ●バランスアイスキューブ
Board Game -Balance Ice Cubes- ●JAN：
4549131496314

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416035

バランスウオール

●単価540円（税込）×24

¥12,960

●重量： 415.5ｇ材質： ABS樹脂.ポリスチレン
ABS.HIPS内容数： 1個入 ●バランスウオール Board
Game -Balance Wall- ●JAN：4549131496321

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416036

ドキドキ風船ゲーム

●単価540円（税込）×24

¥12,960

●重量： 277ｇ材質： ポリプロピレン.ポリスチレン.PTC
PP.HIPS.NR内容数： 1個入 ●ドキドキ風船ゲーム
Exciting Balloon Game ●JAN：4549131497878

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416037

５００円マグネット式リバーシ
ゲーム

●単価540円（税込）×16

¥8,640

●重量： 537.5ｇ色： ブルーBlue8個材質： 耐衝撃性
ポリスチレン 鉄 磁石 ポリプロピレン HIPS IRON
MAGNET PP内容数： 1個入 ●５００円マグネット式リ
バーシゲームです REVERSE GAME ●JAN：
4947678928556

玩具・パー
ティ・スポーツ

86416038

５００円マグネット式将棋

●単価540円（税込）×16

¥8,640

●重量： 410.6ｇ色： ブラウンbrown8個材質： 耐衝撃
性ポリスチレン 鉄 磁石 ポリプロピレン HIPS IRON
MAGNET PP内容数： 1本入 ●５００円マグネット式将
棋です SHO-GI MAGNETIC BOARD ●JAN：
4947678928563

食器

86416039

アイスクリームカップ１０．５ｃ
ｍ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 225ｍｌ重量： 231ｇ色： なし12個材質： ソー
ダガラス Soda-lime glass内容数： 1個入 ●アイスク
リームカップです。 This is icecream cup. ●JAN：
4528529348077

食器

86416040

珍味入れ（白）約８．３ｃｍ×Ｈ
３．８ｃｍ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●容量： 120ｍｌ重量： 115ｇ色： 白16個材質： 陶器
ceramic ware色々価格（JAN）： なしアソート商品
（JAN）： なし内容数： 1個入 ●ディッシュ dish ●
JAN：4549131128239

食器

86416041

珍味入れ（黒）約８．３ｃｍ×Ｈ
３．８ｃｍ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●容量： 120ｍｌ重量： 115ｇ色： 黒16個材質： 陶器
ceramic ware色々価格（JAN）： なしアソート商品
（JAN）： なし内容数： 16個入 ●珍味入れ round
dish ●JAN：4549131128246

食器

86416042

イスタンブール／オールドグラ
ス約７．５ｃｍ×９ｃｍＨ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 250ｍｌ重量： 240ｇ色： 無色透明12個材質：
ソーダガラス Soda glass色々価格（JAN）： なしアソー
ト商品（JAN）： なし内容数： 1個入 ●ウィスキーグラ
ス Whiskey glass ●JAN：4549131139358

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

食器

86416043

イスタンブール／ウォーターグ
ラス約６．５ｃｍ×１１ｃｍＨ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 242ｍｌ重量： 240ｇ色： 無色透明12個材質：
ソーダガラス Soda glass色々価格（JAN）： なしアソー
ト商品（JAN）： なし内容数： 1個入 ●ウォーターグラ
ス Water glass ●JAN：4549131139365

食器

86416044

バロック／ウォーターグラス約
７．５ｃｍ×１０．５ｃｍＨ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 220ｍｌ重量： 170ｇ色： 無色透明12個材質：
ソーダガラス Soda glass色々価格（JAN）： なしアソー
ト商品（JAN）： なし内容数： 1個入 ●ウォーターグラ
ス Water glass ●JAN：4549131139419

食器

86416045

バロック／オールドグラス約３
００ｍｌ、９ｃｍ×９．５ｃｍＨ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 300ｍｌ重量： 240ｇ色： 無色透明12個材質：
ソーダガラス Soda glass色々価格（JAN）： なしアソー
ト商品（JAN）： なし内容数： 1個入 ●ウィスキーグラ
ス Whiskey glass ●JAN：4549131139426

¥5,184

●容量： 285ｍｌ重量： 160ｇ色： クリアー12個材質：
ソーダーグラス SODA GLASS色々価格（JAN）： なし
アソート商品（JAN）： なし内容数： 1個入 ●重ねて
収納でき場所を取らない便利なスタッキンググラス。口
幅が広く底まで指が届き洗い易いモダンで可愛い機能
的デザイングラスです。 This stacking glass has
modern taste design. It is easy to wash because the
fingers can reach to the bottom of the glass. ●JAN：
4549131347074

食器

86416046

商品画像

スタッキンググラス約２８５ＭＬ

●単価108円（税込）×48

食器

86416047

スタッキンググラス約３４０ＭＬ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 340ｍｌ重量： 188ｇ色： クリアー12個材質：
ソーダーグラス SODA GLASS色々価格（JAN）： なし
アソート商品（JAN）： なし内容数： 1個入 ●重ねて
収納でき場所を取らない便利なスタッキンググラス。
340ミリリットルの大容量なのでビールにも最適なモダン
で可愛い機能的デザイングラスです。 This stacking
glass has modern taste design. It has large 340 ml
capacity. So it is suitable as Beer Glass as well.
●JAN：4549131347081

食器

86416048

イタリアングルメ丸皿約１５ｃｍ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 188ｇ色： 白12個材質： 磁器 PORCELAIN
内容数： 1個入 ●イタリアングルメ磁器丸皿約１５ｃｍ
Italian gourmet round porcelain plate 15cm ●JAN：
4549131348309

食器

86416049

小どんぶり 天目

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 378ｇ色： 黒12個材質： ストーンウェア
Stoneware色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）：
なし内容数： 1個入 ●炻器 Stoneware ●JAN：
4549131361421

食器

86416050

土物風 ビアカップ

●単価108円（税込）×32

¥3,456

●容量： 350ｍｌ重量： 309ｇ材質： 炻器１００％
Ceramic 100pctアソート商品（JAN）： なし none内容
数： 1個入 ●土物風 ビアカップ Beer Cup-Ceramic
Design- ●JAN：4549131361452

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

食器

86416051

食器

86416052

食器

86416053

商品画像

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

さかなモチーフ 正方皿

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 122ｇ色： 黒6個、白6個材質： 陶磁器
stoneware内容数： 1個入 ●角皿 Square Plates ●
JAN：4549131388428

さかなモチーフ 角鉢 約２４０
ｍｌ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 240ｍｌ重量： 210ｇ色： 黒6個、白6個材質：
陶磁器 stoneware内容数： 1個入 ●角鉢 Square
Bowls ●JAN：4549131388442

¥5,184

●容量： 330ｍｌ重量： 240ｇ色： COFFEE5個、
SUGAR3個、TEA4個材質： ソーダガラス、アルミニウ
ム、ポリエチレン SODAGLASS and ALUMINUM and
POLYETHYLENE内容数： 1個入 ●アルミニウム蓋の
ガラスキャニスター約３３０ｍｌ３種（ＣＯＦＦＥＥ、ＳＵＧＡ
Ｒ、ＴＥＡ）アソート 3 assorted glass canister of
COFFEE and SUGAR and TEA with aluminium lid ●
JAN：4549131390735

¥5,184

●容量： 400ｍｌ重量： 263ｇ色： COFFEE5個、
SUGAR3個、TEA4個材質： ソーダガラス、アルミニウ
ム、ポリエチレン SODAGLASS and ALUMINUM and
POLYETHYLENE内容数： 1個入 ●アルミニウム蓋の
ガラスキャニスター約４００ｍｌ３種（ＣＯＦＦＥＥ、ＳＵＧＡ
Ｒ、ＴＥＡ）アソート 3 assorted glass canister of
COFFEE and SUGAR and TEA with aluminium lid ●
JAN：4549131390742

商品名

ガラスキャニスター約３３０ｍｌ
３種アソート

●単価108円（税込）×48

86416054

ガラスキャニスター約４００ｍｌ
３種アソート

食器

86416055

レバー式ガラスポット約１９０
ｍｌ

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●容量： 190ｍｌ重量： 340ｇ色： 無色透明10個材質：
ソーダガラス、シリコンゴム、スチール SODAGLASS
and SILICON and STEEL内容数： 1個入 ●レバー式
ガラスポット約１９０ｍｌ Lever style glass pot 190ml ●
JAN：4549131390766

食器

86416056

清涼シリーズガラス小鉢空色
約１２．５ｃｍ

●単価108円（税込）×56

¥6,048

●容量： 130ｍｌ重量： 208ｇ材質： ガラス GLASS内
容数： 1個入 ●ガラス小鉢 glass tableware ●JAN：
4549131403114

食器

86416057

清涼シリーズガラス小鉢海色
約１２．５ｃｍ

●単価108円（税込）×56

¥6,048

●容量： 130ｍｌ重量： 208ｇ材質： ガラス GLASS内
容数： 1個入 ●ガラス小鉢 glass tableware ●JAN：
4549131403121

食器

86416058

ＬＩＯグラス２４５ｍｌ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 245ｍｌ重量： 195ｇ材質： ソーダグラス
Soda glass内容数： 48個入 ●ＬＩＯグラス２４５ｍｌ ●
JAN：4549131403244

食器

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×48
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

食器

86416059

ＬＩＯグラス３３５ｍｌ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 335ｍｌ重量： 207ｇ材質： ソーダグラス
Soda glass内容数： 48個入 ●LIOグラス３３５ｍｌ ●
JAN：4549131403251

食器

86416060

水のみスタッキンググラス２２
５ｍｌ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 225ｍｌ重量： 195ｇ材質： ソーダグラス
Soda glass内容数： 48個入 ●水のみスタッキンググ
ラス２２５ml ●JAN：4549131403268

食器

86416061

ボウル約３８０ｍｌ Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｒａ
ｃｅ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 380ｍｌ重量： 300ｇ色： ブラウン6個、ブルー
4個、レッド2個材質： 陶磁 Porcelain内容数： 1個入
●ボウル bowl ●JAN：4549131403404

食器

86416062

ビネガーオイルボトル小２５０
ｍｌ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 250ｍｌ重量： 270ｇ材質： ガラス GLASS内
容数： 1個入 ●ガラスポット Glass bottles ●JAN：
4549131403442

食器

86416063

ガラス小鉢約１１ｃｍ

●単価108円（税込）×56

¥6,048

●容量： 290ｍｌ重量： 171ｇ色： 無色透明14個材質：
ソーダガラス SODAGLASS内容数： 1個入 ●ガラス
小鉢約１１ｃｍ Glass small bowl 11cm ●JAN：
4549131403480

食器

86416064

マグカップ（ＴＡＳＴＹシリーズ）

●単価108円（税込）×32

¥3,456

●容量： 400ｍｌ重量： 335ｇ色： ブルー3個、オレンジ
3個、イエロー2個材質： ストーンウェア 100％
Stoneware 100pct内容数： 1個入 ●マグカップ（ＴＡＳ
ＴＹシリーズ） Mug -TASTY Series- ●JAN：
4549131407679

食器

86416065

スープカップ（ＴＡＳＴＹシリー
ズ）

●単価108円（税込）×32

¥3,456

●容量： 515ｍｌ重量： 440ｇ色： ブルー3個、オレンジ
3個、イエロー2個材質： ストーンウェア 100％
Stoneware 100pct内容数： 1個入 ●スープカップ（Ｔ
ASTYシリーズ） Soup Cup -TASTY Series- ●JAN：
4549131407686

食器

86416069

粉引き 角型ボウル（深）約１
１ｃｍ

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●容量： 320ｍｌ重量： 294ｇ材質： 陶磁 stoneware
内容数： 1個入 ●ボウル bowl ●JAN：
4549131410211

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

商品仕様
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

食器

86416070

食器

食器

食器

単価×入数

販売価格
（税込）

粉引き 角型ボウル（浅）約１
１．８ｃｍ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 230ｍｌ重量： 244ｇ材質： 陶磁 stoneware
内容数： 1個入 ●ボウル bowl ●JAN：
4549131410228

86416071

粉引角皿 １２ｃｍ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 186ｇ材質： 陶磁 stoneware内容数： 1個入
●皿 plate ●JAN：4549131410242

86416072

粉引き 箸置き皿 １２．９ｃｍ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●容量： 100ｍｌ重量： 194ｇ材質： 陶磁 stoneware
内容数： 1個入 ●皿 plate ●JAN：4549131410259

¥6,912

●容量： 260ｍｌ重量： 100ｇ色： クリアー8個材質：
ソーダーグラス SODA GLASS色々価格（JAN）： なし
アソート商品（JAN）： なし内容数： 1個入 ●グラスの
名産地ポーランド製グラスです。透明性の高い綺麗な
生地。捻りを入れた形状がガラスの光沢を引き立たせ
て宝石のような輝きを持ったグラスです。 This Glass is
made in Poland where it is famous for Glass making.
The beautiful cler body and Optic shape make
beautiful sparkling.
●JAN：4549131420111

86416076

商品画像

商品名

うすぐらす約２６０ＭＬ

●単価108円（税込）×64

商品仕様

食器

86416077

うすぐらす約４３０ＭＬ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●容量： 430ｍｌ重量： 100ｇ色： クリアー8個材質：
ソーダーグラス SODA GLASS色々価格（JAN）： なし
アソート商品（JAN）： なし内容数： 1個入 ●グラスの
名産地ポーランド製グラスです。透明性の高い綺麗な
生地。捻りを入れた形状がガラスの光沢を引き立たせ
て宝石のような輝きを持ったグラスです。 This Glass is
made in Poland where it is famous for Glass making.
The beautiful cler body and Optic shape make
beautiful sparkling.
●JAN：4549131420128

食器

86416078

エスプレッソカップ 約９０ｍｌ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 90ｍｌ重量： 210ｇ材質： 磁器 Porcelain内
容数： 1個入 ●エスプレッソカップ cup ●JAN：
4549131420142

¥6,480

●容量： 225ｍｌ重量： 225ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●菊と唐草の伝統的なデザインです、
優雅な食器が食卓を飾ります。 The design is
traditional chrysanthemum and arabesque. The elegant
tableware decorate dining table. ●JAN：
4549131428865

¥6,480

●容量： 233ｍｌ重量： 174ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●菊と唐草の伝統的なデザインです、
優雅な食器が食卓を飾ります。 The design is
traditional chrysanthemum and arabesque. The elegant
tableware decorate dining table. ●JAN：
4549131428889

食器

食器

86416079

86416080

菊唐草５寸皿

菊唐草４寸鉢

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×60
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

食器

86416081

子供食器 アニマルマグ クマ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●容量： 215ｍｌ重量： 180ｇ材質： 磁器
PORCELAIN 内容数： 1個入 ●クマをデザインした可
愛い子供用マグです。 It is the pretty mug for the
children which design with bear. ●JAN：
4549131428926

食器

86416082

子供食器 アニマルマグ ネコ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●容量： 215ｍｌ重量： 180ｇ材質： 磁器
PORCELAIN 内容数： 1個入 ●猫をデザインした可愛
い子供用マグです。 It is the pretty mug for the
children which design with cat. ●JAN：
4549131428933

食器

86416083

子供食器 アニマルマグ パ
ンダ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●容量： 215ｍｌ重量： 180ｇ材質： 磁器
PORCELAIN 内容数： 1個入 ●パンダをデザインした
可愛い子供用マグです。 It is the pretty mug for the
children which design with panda. ●JAN：
4549131428940

食器

86416084

ホーロー風 スクエアボウル
７．５ｃｍ ３色アソート（イエ
ロー

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 155ｇ色： イエロー3個、レッド5個、グリーン4
個材質： 陶器 CERAMIC内容数： 1個入 ●ツートン
カラーがオシャレなホーロー風の食器。 Faux enamel
ceramic.Simple two tone. ●JAN：4549131431155

食器

86416085

ホーロー風 スクエアボウル９
ｃｍ ３色アソート（イエロー／
レ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 181ｇ色： イエロー3個、レッド5個、グリーン4
個材質： 陶器 CERAMIC内容数： 1個入 ●ツートン
カラーがオシャレなホーロー風の食器。 Faux enamel
ceramic.Simple two tone. ●JAN：4549131431162

食器

86416086

アンティークロゴ スープマグ
３色アソート（イエロー／レッド

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 170ｍｌ重量： 192ｇ色： イエロー3個、レッド4
個、ネイビー5個材質： 陶器 CERAMIC内容数： 1個1
枚 ●アンティーク調ロゴをあしらったおしゃれな陶器
Nice Ceramic with Antique Logo ●JAN：
4549131431193

食器

86416087

アンティークロゴ ボウル １
０．５ｃｍ ３色アソート（イエロ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 183ｇ色： イエロー3個、レッド4個、ネイビー5
個材質： 陶器 CERAMIC内容数： 1個1枚 ●アン
ティーク調ロゴをあしらったおしゃれな陶器 Nice
Ceramic with Antique Logo ●JAN：4549131431216

食器

86416088

アンティークロゴ プレート １
２ｃｍ ３色アソート（イエロー

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 135ｇ色： イエロー3個、レッド4個、ネイビー5
個材質： 陶器 CERAMIC内容数： 1個1枚 ●アン
ティーク調ロゴをあしらったおしゃれな陶器 Nice
Ceramic with Antique Logo ●JAN：4549131431247

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

食器

86416089

花型ボウル 約１３ｃｍ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 280ｍｌ重量： 182ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●可愛くおしゃれな白基調の花型のシ
リーズ食器です。 The stylish and cutely white table
ware series with flower design. ●JAN：
4549131435542

食器

86416090

アニマルデザインマグ

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●容量： 320ｍｌ重量： 330ｇ色： ゼブラ4個、チーター
2個、キリン4個材質： 磁器 porcelain内容数： 1個入
●アニマルデザインマグ Design Mug-Animal- ●
JAN：4549131443738

食器

86416091

シルエットデザインマグ

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●容量： 320ｍｌ重量： 330ｇ色： A2個、B5個、C3個
材質： 磁器 porcelain内容数： 1個入 ●シルエットデ
ザインマグ Design Mug-Silhouette- ●JAN：
4549131443745

食器

86416092

デザイングラスＢｏｎｊｏｕｒ約３０
０ｍｌ

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●容量： 300ｍｌ重量： 257ｇ色： 透明10個材質：
ソーダガラス SODA GLASS内容数： 1個入 ●
Bonjourデザイン入りのガラスコップ約300ml Bonjour
design glass cup 300ml ●JAN：4549131450385

食器

86416093

デザイングラスＭｏｍ約３００
ｍｌ

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●容量： 300ｍｌ重量： 257ｇ色： 透明10個材質：
ソーダガラス SODA GLASS内容数： 1個入 ●Mom
デザイン入りのガラスコップ約３００ｍｌ Mom design
glass cup 300ml ●JAN：4549131450392

食器

86416094

デザイングラスＰａｐａ約３００
ｍｌ

●単価108円（税込）×32

¥3,456

●容量： 300ｍｌ重量： 257ｇ色： 透明8個材質： ソー
ダガラス SODA GLASS内容数： 1個入 ●Papaデザ
イン入りのガラスコップ約300ml Papa design glass cup
300ml ●JAN：4549131450408

食器

86416095

デザイングラスｍａｍａ約３００
ｍｌ

●単価108円（税込）×32

¥3,456

●容量： 300ｍｌ重量： 257ｇ色： 透明8個材質： ソー
ダガラス SODA GLASS内容数： 1個入 ●mamaデザ
イン入りのガラスコップ約300ml mama design glass
cup 300ml ●JAN：4549131450415

食器

86416096

デザイングラスＧｏｒｉｌｌａ約２１０
ｍｌ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 210ｍｌ重量： 187ｇ色： 透明8個材質： ソー
ダガラス SODA GLASS内容数： 1個入 ●Gorillaデザ
イン入りのガラスコップ約210ｍｌ Gorilla design glass
cup 210ml ●JAN：4549131450422

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

食器

86416097

デザイングラスＢｕｌｌｄｏｇ約２１
０ｍｌ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 210ｍｌ重量： 187ｇ色： 透明8個材質： ソー
ダガラス SODA GLASS内容数： 1個入 ●Bulldogデ
ザイン入りのガラスコップ約210ｍｌ Bulldog design
glass cup 210ml ●JAN：4549131450439

食器

86416098

抹茶碗

●単価108円（税込）×36

¥3,888

●重量： 300.1ｇ色： 白2個、緑2個、黒2個材質： 陶
器 stonewareアソート商品（JAN）： 白2、緑2、黒2
white2 green2 black2内容数： 1個入 ●抹茶碗
Matcha Bowl ●JAN：4549131454727

食器

86416099

ミニ ラウンドココット ＲＤ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 200ｍｌ重量： 212ｇ材質： 陶器 ceramics内
容数： 1個入 ●風合いの有る釉薬でお洒落に食卓を
飾ります。 A dining table is displayed fashionably by
glaze with the texture. ●JAN：4549131465754

食器

86416100

ミニ ラウンドココット ＯＲ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 200ｍｌ重量： 212ｇ材質： 陶器 ceramics内
容数： 1個入 ●風合いの有る釉薬でお洒落に食卓を
飾ります。 A dining table is displayed fashionably by
glaze with the texture. ●JAN：4549131465761

食器

86416101

ミニ ラウンドココット ＹＥ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 200ｍｌ重量： 212ｇ材質： 陶器 ceramics内
容数： 1個入 ●風合いの有る釉薬でお洒落に食卓を
飾ります。 A dining table is displayed fashionably by
glaze with the texture. ●JAN：4549131465778

¥4,320

●容量： 300ｍｌ重量： 240ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●菊と唐草の伝統的なデザインです、
優雅な食器が食卓を飾ります。 The design is
traditional chrysanthemum and arabesque. The elegant
tableware decorate dining table. ●JAN：
4549131465853

¥6,480

●容量： 250ｍｌ重量： 170ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●菊と唐草の伝統的なデザインです、
優雅な食器が食卓を飾ります。 The design is
traditional chrysanthemum and arabesque. The elegant
tableware decorate dining table. ●JAN：
4549131465860

¥6,480

●重量： 170ｇ色： 魚4個、ツリー8個材質： 素地の種
類 ユリア樹脂、メラミン樹脂 Urea Melamine内容数：
1個入 ●メラミンコートトレー（北欧柄、２８×１９．５ｃ
ｍ） Melamine-Coated Tray -Scandinavian Pattern 28cm x 19.5cm -11inch x 7.7inch- ●JAN：
4549131477658

食器

食器

食器

86416102

商品画像

菊唐草 ５寸鉢

86416103

菊唐草 茶碗

86416104

メラミンコートトレー（北欧柄、
２８×１９．５ｃｍ）

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×40

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×60
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 170ｇ色： 白6個、ピンク6個材質： 素地の種
類 ユリア樹脂、メラミン樹脂 Urea Melamine内容数：
1個入 ●メラミンコートトレー（フラワーガーデン、２８×
１９．５ｃｍ） Melamine-Coated Tray -Flower Garden 28cm x 19.5cm -11inch x 7.7inch- ●JAN：
4549131477665

食器

86416105

メラミンコートトレー（フラワー
ガーデン、２８×１９．５ｃｍ）

食器

86416106

ミニ オーバルグラタン ＲＤ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 240ｍｌ重量： 186ｇ材質： 陶器 ceramics内
容数： 1個入 ●風合いの有る釉薬でお洒落に食卓を
飾ります。 A dining table is displayed fashionably by
glaze with the texture. ●JAN：4549131481181

食器

86416107

ミニ オーバルグラタン ＯＲ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 240ｍｌ重量： 186ｇ材質： 陶器 ceramics内
容数： 1個入 ●風合いの有る釉薬でお洒落に食卓を
飾ります。 A dining table is displayed fashionably by
glaze with the texture. ●JAN：4549131481198

食器

86416108

ミニ オーバルグラタン ＹＥ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 240ｍｌ重量： 186ｇ材質： 陶器 ceramics内
容数： 1個入 ●風合いの有る釉薬でお洒落に食卓を
飾ります。 A dining table is displayed fashionably by
glaze with the texture. ●JAN：4549131481204

食器

86416109

ガラスの桜小鉢

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 71ｇ色： ブルー4個、浅いブルー3個、グリー
ン3個材質： ガラス Glass内容数： 1個入 ●ガラスの
花小鉢 GLASS ●JAN：4549131483901

食器

86416110

デザインボウル 約１７０ｍｌ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 170ｍｌ重量： 213ｇ材質： ガラス Glass内容
数： 1個入 ●ガラスボウル GLASSBowl ●JAN：
4549131484212

食器

86416111

手ひねり 気泡グラス 約５０
ｍｌ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●容量： 50ｍｌ重量： 76ｇ材質： Glass内容数： 1個
入 ●ガラスのコップ GLASSCUP ●JAN：
4549131484236

食器

86416112

デザイン酒器グラス

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●容量： 150ｍｌ重量： 184ｇ材質： ガラス Glass内容
数： 1個入 ●ガラスのコップ GlassCup ●JAN：
4549131484267

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

食器

86416113

太唐草４寸鉢

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 233ｍｌ重量： 155ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●太唐草の伝統的なデザインです、優
雅な食器が食卓を飾ります。 The design is traditional
HUTOKARAKUSA. The elegant tableware decorate
dining table. ●JAN：4549131485967

食器

86416114

太唐草５寸皿

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 225ｍｌ重量： 195ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●太唐草の伝統的なデザインです、優
雅な食器が食卓を飾ります。 The design is traditional
HUTOKARAKUSA. The elegant tableware decorate
dining table. ●JAN：4549131485974

食器

86416115

スタッキングマグ３種アソート
約２１０ｍｌ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●容量： 210ｍｌ重量： 218ｇ色： 青2個、赤3個、アイ
ボリー3個材質： 陶器 CERAMIC WARE内容数： 1個
入 ●３色カラーアソートの陶器製スタッキングマグ約２
１０ｍｌ 3 colors assorted ceramic stacking mug 210ml
●JAN：4549131486827

食器

86416122

フレンチロゴ プレートＭ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 210ｇ色： ホワイト8個材質： 磁器 Porcelain
内容数： 1個入 ●白地に黒文字が目を引くシンプル
ながらもオシャレなシリーズ。 Pretty french words on
simple white bowls. ●JAN：4549131487473

食器

86416123

フレンチ風ベイクウェア ハー
トココット レッド

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 135ｇ色： レッド8個材質： 陶器 CARAMIC
内容数： 1個入 ●オーブン対応。シンプルなベイク
ウェア。 Oven Safe.Simple Bakeware. ●JAN：
4549131487527

食器

86416124

フレンチ風ベイクウェア ハー
トココット アソート

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 135ｇ色： ピンク3個、グレー3個、ブルー2個
材質： 陶器 CARAMIC内容数： 1個入 ●オーブン対
応。シンプルなベイクウェア。 Oven Safe.Simple
Bakeware. ●JAN：4549131487534

食器

86416125

フレンチ風ベイクウェア フラ
ワーココット レッド

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 130ｇ色： レッド8個材質： 陶器 CERAMIC
内容数： 1個入 ●オーブン対応。シンプルなベイク
ウェア。 Oven Safe.Simple Bakeware. ●JAN：
4549131487541

食器

86416126

フレンチ風ベイクウェア フラ
ワーココット アソート

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 130ｇ色： ピンク3個、グレー3個、ブルー2個
材質： 陶器 CERAMIC内容数： 1個入 ●オーブン対
応。シンプルなベイクウェア。 Oven Safe.Simple
Bakeware. ●JAN：4549131487558

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

132 / 198 ページ

DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

食器

86416127

フレンチ風ベイクウェア ラウ
ンドココット レッド

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 160ｇ色： レッド8個材質： 陶器 CARAMIC
内容数： 1個入 ●オーブン対応。シンプルなベイク
ウェア。 Oven Safe.Simple Bakeware. ●JAN：
4549131487565

食器

86416128

フレンチ風ベイクウェア ラウ
ンドココット アソート

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 160ｇ色： ピンク3個、グレー3個、ブルー2個
材質： 陶器 CARAMIC内容数： 1個入 ●オーブン対
応。シンプルなベイクウェア。 Oven Safe.Simple
Bakeware. ●JAN：4549131487572

食器

86416129

フレンチ風ベイクウェア ラウ
ンドグラタン皿 レッド

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 240ｇ色： レッド8個材質： 陶器 CERAMIC
内容数： 1個入 ●オーブン対応。シンプルなベイク
ウェア。 Oven Safe.Simple Bakeware. ●JAN：
4549131487589

食器

86416130

フレンチ風ベイクウェア ラウ
ンドグラタン皿 アソート

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 240ｇ色： ピンク3個、グレー3個、ブルー2個
材質： 陶器 CERAMIC内容数： 1個入 ●オーブン対
応。シンプルなベイクウェア。 Oven Safe.Simple
Bakeware. ●JAN：4549131487596

食器

86416131

フレンチ風ベイクウェア オー
バルグラタン皿 レッド

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 235ｇ色： レッド8個材質： 陶器 CERAMIC
内容数： 1個入 ●オーブン対応。シンプルなベイク
ウェア。 Oven Safe.Simple Bakeware. ●JAN：
4549131487602

食器

86416132

フレンチ風ベイクウェア オー
バルグラタン皿 アソート

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 235ｇ色： ピンク3個、グレー3個、ブルー2個
材質： 陶器 CERAMIC内容数： 1個入 ●オーブン対
応。シンプルなベイクウェア。 Oven Safe.Simple
Bakeware. ●JAN：4549131487619

食器

86416133

アルファベットマグ スタッキン
グ（Ｍ）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 210ｇ色： M12個材質： 陶器 CERAMIC内
容数： 1個入 ●撥水加工のアルファベットがオシャレ
なマグ。 Nice Ceramic with Alphabet Logo ●JAN：
4549131487671

食器

86416134

アルファベットマグ スタッキン
グ（Ａ・Ｋ・Ｒ・Ｙ）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 210ｇ色： A3個、K3個、R3個、Y3個材質：
陶器 CERAMIC内容数： 1個入 ●撥水加工のアル
ファベットがオシャレなマグ。 Nice Ceramic with
Alphabet Logo ●JAN：4549131487688

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

商品仕様
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

食器

86416135

アルファベットマグ スタッキン
グ（Ｈ・Ｎ・Ｓ・Ｔ）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 210ｇ色： H3個、N3個、S3個、T3個材質：
陶器 CERAMIC内容数： 1個入 ●撥水加工のアル
ファベットがオシャレなマグ。 Nice Ceramic with
Alphabet Logo ●JAN：4549131487695

食器

86416136

ニューボーンスクエア小鉢約９
ｃｍ

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 208ｇ色： 白 WHITE 24個材質： 磁器
NEWBORN内容数： 1個入 ●皿 PLATE ●JAN：
4947678006971

食器

86416137

ニューボーン二仕切り皿約１５
×７．５ｃｍ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 140ｇ色： ホワイト white20個材質： 磁器
NEWBORN内容数： 1個入 ●皿 PLATE ●JAN：
4947678008494

食器

86416138

猫のようじ立て

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 65ｇ色： なし12個材質： 磁器 PORCELAIN
内容数： 1個入 ●猫食器です。 This is a cat
toothpick pot. ●JAN：4947678035643

食器

86416139

ふくろうのようじ立て

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 47ｇ色： なし12個材質： 磁器 PORCELAIN
内容数： 1個入 ●ふくろう食器です。 This is a owl
toothpick pot. ●JAN：4947678035728

食器

86416140

癒しのてんてん花小鉢約１１ｃ
ｍ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 122ｇ色： 緑系の模様入り GREEN DOT
PATTERN SHAPE16個材質： 磁器 PORCELAIN内容
数： 1個入 ●皿 PLATE ●JAN：4947678805956

食器

86416141

モノトーン角皿（白）約１０．５ｃ
ｍ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 116ｇ色： 白 WHITE1個材質： 磁器
PORCELAIN内容数： 1個入 ●皿 DISH ●JAN：
4947678806366

食器

86416142

モノトーン角皿（黒）約１０．５ｃ
ｍ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 116ｇ色： 黒 BLACK1個材質： 磁器
PORCELAIN内容数： 1個入 ●皿 DISH ●JAN：
4947678806373

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

商品仕様
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

食器

86416143

商品画像

商品名

ニューボーン花小鉢約９．５ｃ
ｍ

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 130ｍｌ重量： 125ｇ材質： 磁器 NEWBORN
内容数： 1個入 ●小鉢 BOWL ●JAN：
4947678807196

食器

86416144

フルーツレリーフガラスポット
約３１０ｍｌ

●単価108円（税込）×36

¥3,888

●容量： 310ｍｌ重量： 251ｇ色： ゴールドGOLD1個、
シルバーSILVER1個材質： ソーダグラス ティンプレー
トコーティング エポキシ樹脂 SODA GLASS
TINPLATE COATING EPOXYRESIN 内容数： 2個入
●メタルフタが付いているガラスポットです。 It is a
glass pot with metal cap. ●JAN：4984343966390

食器

86416145

ホワイトミニパイ皿約１０ｃｍ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●容量： 140ｍｌ重量： 92.5ｇ色： white10個材質： 磁
器 PORCELAIN内容数： 1個入 ●ホワイトミニパイ皿
約１０ｃｍ white mini pie plate about 10cm ●JAN：
4984343984349

食器

86416146

クッキングボウル約１４ｃｍ

●単価108円（税込）×24

¥2,592

●容量： 600ｍｌ重量： 225ｇ色： 無色透明24個材質：
ソーダガラス Soda glass色々価格（JAN）： なしアソー
ト商品（JAN）： なし内容数： 1個入 ●ガラス製クッキ
ングボウル Glass cooking bowl ●JAN：
4984343989962

食器

86416147

ニューボン玉渕カレー＆パス
タ皿約２２．５×ｈ４．５ｃｍ

●単価162円（税込）×28

¥4,536

●重量： 490ｇ色： 白28個材質： ニューボン
Porcelain色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）：
なし内容数： 1個入 ●ニューボン Porcelain ●JAN：
4549131299915

食器

86416148

油滴天目刷毛目三連皿約１
９．５Ｘ９Ｘｈ２

●単価162円（税込）×32

¥5,184

●重量： 280ｇ色： 油滴32個材質： ストーンウェア
stoneware色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）：
なし内容数： 1個入 ●ストーンウェア stoneware ●
JAN：4549131327304

食器

86416149

粉引き三連皿約１９．５Ｘ９Ｘｈ
２

●単価162円（税込）×32

¥5,184

●重量： 280ｇ色： 粉引32個材質： ストーンウェア
stoneware色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）：
なし内容数： 1個入 ●ストーンウェア stoneware ●
JAN：4549131327526

食器

86416150

角皿２７ｃｍ

●単価162円（税込）×18

¥2,916

●重量： 700ｇ材質： 磁器 porcelain内容数： 1個入
●角皿27CM plate 27cm ●JAN：4549131346787

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

食器

86416151

焼き物皿約２６×９ｃｍ

●単価162円（税込）×28

¥4,536

●重量： 428ｇ色： 白14個、黒14個材質： 陶器
Ceramics内容数： 1個入 ●焼き物皿 Baking dish ●
JAN：4549131361476

食器

86416152

焼き物皿約２１．５×１２ｃｍ

●単価162円（税込）×24

¥3,888

●重量： 370ｇ色： 黒12個、白12個材質： 陶器
Ceramics内容数： 1個入 ●焼き物皿 Baking dish ●
JAN：4549131361483

食器

86416153

ガラス鉢約１６．５ｃｍ

●単価162円（税込）×28

¥4,536

●容量： 770ｍｌ重量： 430ｇ色： 無色透明14個材質：
ソーダガラス SODAGLASS内容数： 1個入 ●ガラス
鉢約１６．５ｃｍ Glass bowl 16.5cm ●JAN：
4549131403527

食器

86416156

デカグラス／リリック 約５２５
ｍｌ

●単価162円（税込）×40

¥6,480

●容量： 525ｍｌ重量： 300ｇ色： 無色透明40個材質：
ソーダガラス Soda glass色々価格（JAN）： なしアソー
ト商品（JAN）： なし内容数： 1本入 ●飲料用グラス
glass for beverage ●JAN：4549131417807

食器

86416157

ビアグラス／ノニック 約５７０
ｍｌ

●単価162円（税込）×40

¥6,480

●容量： 570ｍｌ重量： 350ｇ色： 無色透明40個材質：
ソーダガラス Soda glass色々価格（JAN）： なしアソー
ト商品（JAN）： なし内容数： 1本入 ●ビール用グラ
ス glass for beer ●JAN：4549131417852

食器

86416158

ビアグラス 約４１５ｍｌ

●単価162円（税込）×32

¥5,184

●容量： 415ｍｌ重量： 330ｇ色： 無色透明32個材質：
ソーダガラス Soda glass色々価格（JAN）： なしアソー
ト商品（JAN）： なし内容数： 32個入 ●ビール用グラ
ス glass for beer
●JAN：
4549131417869

食器

86416159

コーヒーカップ＆ソーサー 約
１６０ｍｌ

●単価162円（税込）×40

¥6,480

●容量： 160ｍｌ重量： 358ｇ材質： 磁器 Porcelain内
容数： 1個入 ●コーヒーカップ＆ソーサー coffee cup
Saucer ●JAN：4549131423778

食器

86416160

アンティークロゴ マグ （ホワ
イト）

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●容量： 250ｍｌ重量： 245ｇ色： ホワイト12個材質：
陶器 CERAMIC内容数： 1個1枚 ●アンティーク調ロ
ゴをあしらったおしゃれな陶器 Nice Ceramic with
Antique Logo ●JAN：4549131430943

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

食器

86416161

アンティークロゴ マグ ３色ア
ソート（イエロー／レッド／ネイ

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●容量： 250ｍｌ重量： 245ｇ色： イエロー3個、レッド4
個、ネイビー5個材質： 陶器 CERAMIC内容数： 1個1
枚 ●アンティーク調ロゴをあしらったおしゃれな陶器
Nice Ceramic with Antique Logo ●JAN：
4549131430950

食器

86416162

アンティークロゴ オーバルベ
イク ３色アソート（イエロー／
レ

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 232ｇ色： イエロー3個、レッド5個、ネイビー4
個材質： 陶器 CERAMIC内容数： 1個1枚 ●アン
ティーク調ロゴをあしらったおしゃれな陶器 Nice
Ceramic with Antique Logo ●JAN：4549131431117

食器

86416163

キャニスター（ＣＯＦＦＥＥ）

●単価162円（税込）×32

¥5,184

●容量： 250ｍｌ重量： 350ｇ材質： 磁器 porcelain
色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）： none内容
数： 1個入 ●キャニスター（ＣＯＦＦＥＥ） CanisterCOFFEE- ●JAN：4549131475661

食器

86416164

キャニスター（ＳＵＧＡＲ）

●単価162円（税込）×32

¥5,184

●容量： 250ｍｌ重量： 350ｇ材質： 磁器 porcelain
色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）： none内容
数： 1個入 ●キャニスター（ＳＵＧＡＲ） CanisterSUGAR- ●JAN：4549131475678

食器

86416165

キャニスター（ＴＥＡ）

●単価162円（税込）×32

¥5,184

●容量： 250ｍｌ重量： 350ｇ材質： 磁器 porcelain
色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）： none内容
数： 1個入 ●キャニスター（TEA） Canister-TEA- ●
JAN：4549131475685

食器

86416166

平皿（ニューボン、２３×ｈ２．
２ｃｍ）

●単価162円（税込）×24

¥3,888

●重量： 420ｇ色： 白24個材質： ニューボン
Porcelain色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）：
なし内容数： 1個入 ●ニューボン Porcelain ●JAN：
4549131486469

食器

86416167

モノトーン仕切皿３マス（白）２
６．５×８．５ｃｍ

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 220ｇ色： 白12個材質： 磁器 PORCELAIN
内容数： 1個入 ●モノトーン仕切皿です。 This is
3divided small dish. ●JAN：4947678033090

食器

86416168

モノトーン仕切皿３マス（黒）２
６．５×８．５ｃｍ

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 220ｇ色： 黒12個材質： 磁器 PORCELAIN
内容数： 1個入 ●モノトーン仕切皿です。 This is
3divided small dish. ●JAN：4947678033106

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

食器

86416169

カラーグラタン皿（丸）約１５．
５ｃｍ

●単価162円（税込）×30

¥4,860

●重量： 364ｇ色： レッド15個、オレンジ9個、グリーン
6個材質： 陶器 CERAMIC内容数： 1個入 ●グラタ
ン皿です。 It is a gratin plate. ●JAN：
4947678033182

食器

86416170

カラーグラタン皿（だ円）約１９
×１１ｃｍ

●単価162円（税込）×30

¥4,860

●重量： 310ｇ色： レッド15個、オレンジ9個、グリーン
6個材質： 陶器 CERAMIC内容数： 1個入 ●グラタ
ン皿です。 It is a gratin plate. ●JAN：
4947678033199

食器

86416171

両手付きカラフルスープマグ

●単価162円（税込）×36

¥5,832

●重量： 430ｇ色： レッド4個、オレンジ4個、グリーン4
個材質： 陶器 CERAMIC内容数： 1個入 ●スープマ
グです。 It is a soup mug. ●JAN：4947678033205

食器

86416172

ニューボン玉渕大盛カレー＆
パスタ皿約２５．５×ｈ４．５ｃｍ

●単価216円（税込）×20

¥4,320

●重量： 660ｇ色： 白20個材質： ニューボン
porcelain色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）：
なし内容数： 1個入 ●ニューボン porcelain ●JAN：
4549131299922

食器

86416173

ニューボンボウル約１８．５×
ｈ７．５ｃｍ

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●容量： 1.3ｌ重量： 530ｇ色： 白24個材質： ニューボ
ン Porcelain色々価格（JAN）： なしアソート商品
（JAN）： なし内容数： 1個入 ●ニューボン Porcelain
●JAN：4549131299939

食器

86416174

油滴天目刷毛目大皿約２３×
ｈ３

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●重量： 460ｇ色： 天目24個材質： ストーンウェア
stoneware色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）：
なし内容数： 1個24枚 ●ストーンウェア stoneware
●JAN：4549131327076

食器

86416175

粉引き大皿約２３×ｈ３

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●重量： 460ｇ色： 粉引24個材質： ストーンウェア
stoneware色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）：
なし内容数： 1個24枚 ●ストーンウェア stoneware
●JAN：4549131327311

食器

86416176

ビネガー＆オイルボトル３１０
ｍｌ

●単価216円（税込）×32

¥6,912

●容量： 310ｍｌ重量： 375ｇ色： 青3個、赤5個材質：
ガラス GLASS内容数： 1個入 ●ビネガー オイルボ
トル OIL VINEGAR BOTTLE ●JAN：4549131340570

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

食器

86416177

耐熱ガラス食器（正方形５００
ｍｌ）

●単価216円（税込）×36

¥7,776

●容量： 500ｍｌ重量： 349ｇ材質： 耐熱ガラス、ポリ
プロピレン heat-resistant glass polypropylene内容
数： 1個入 ●耐熱ガラス食器 Heat resistant
glassware ●JAN：4549131343359

食器

86416178

カリクリスタルワイングラス約
３５０ｍｌ

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●容量： 350ｍｌ重量： 200ｇ色： 透明48個材質： カリ
クリスタルガラス CALI CRYSTAL GLASS内容数： 1
個入 ●カリクリスタルガラス製のワイングラス約３５０
ｍｌ Cali crystal wine glass about 350ml ●JAN：
4549131358025

食器

86416179

２００円ジュースポット１Ｌ

●単価216円（税込）×20

¥4,320

●容量： 1ｌ重量： 650ｇ色： 白色10個、緑10個材質：
ソーダガラス Soda glassアソート商品（JAN）： 白蓋、
緑蓋 white cap green cap内容数： 1個入 ●ジュー
スポット１L Juice pot ●JAN：4549131366884

食器

86416180

レバー付きガラスポット １Ｌ

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●容量： 1ｌ重量： 675ｇ色： 無色12個材質： ガラス
glass色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）： なし
内容数： 1個入 ●ガラス glass ●JAN：
4549131369977

商品画像

商品仕様

食器

86416181

ホワイトライン焼物皿 約２３ｃ
ｍ×１１．５ｃｍ

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●容量： 15ｍｌ重量： 236ｇ材質： 磁器 PORCELAIN
内容数： 1個入 ●焼魚を盛るのに最適です。オードブ
ルを盛りつけてもお洒落に演出できます。 It is most
suitable to heap up grilled fish Even if an appetizer is
dished up you can produce fashionably ●JAN：
4549131378399

食器

86416183

カリクリスタルカクテルグラス
約１３０ｍｌ

●単価216円（税込）×64

¥13,824

●容量： 130ｍｌ重量： 160ｇ色： 無色透明16個材質：
カリクリスタルガラス CALI CRYSTAL GLASS内容数：
1個入 ●カリクリスタルのカクテルグラス約１３０ｍｌ
Cali crystal cocktail glass 130ml ●JAN：
4549131402872

食器

86416184

カリクリスタル白ワイングラス
約２５０ｍｌ

●単価216円（税込）×64

¥13,824

●容量： 250ｍｌ重量： 175ｇ色： 無色透明16個材質：
カリクリスタルガラス CALI CRYSTAL GLASS内容数：
1個入 ●カリクリスタル白ワイングラス約２５０ｍｌ Cali
crystal white wine glass 250ml ●JAN：
4549131402889

食器

86416185

カリクリスタル赤ワイングラス
約４２０ｍｌ

●単価216円（税込）×64

¥13,824

●容量： 420ｍｌ重量： 183ｇ色： 無色透明16個材質：
カリクリスタルガラス CALI CRYSTAL GLASS内容数：
1個入 ●カリクリスタル赤ワイングラス約４２０ｍｌ Cali
crystal red wine glass 420ml ●JAN：4549131402896

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

食器

86416186

食器

86416187

食器

86416188

商品画像

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

ガラス鉢約１９．５ｃｍ

●単価216円（税込）×20

¥4,320

●容量： 1.2ｌ重量： 654ｇ色： 無色透明10個材質：
ソーダガラス SODAGLASS内容数： 1個入 ●ガラス
鉢約１９．５ｃｍ Glass bowl 19.5cm ●JAN：
4549131403503

ホワイト磁器四角皿約２３．５ｃ
ｍ

●単価216円（税込）×18

¥3,888

●重量： 667ｇ色： 白18個材質： 磁器 PORCELAIN
内容数： 1個入 ●ホワイト磁器四角皿約２３．５cm
White porcelain square plate 23.5cm ●JAN：
4549131407488

¥5,184

●容量： 700ｍｌ重量： 480ｇ材質： 本体：ソーダーガ
ラス パッキン：ポリプロピレン 蓋：鉄 Body soda-lime
glass seal pp Lid ironアソート商品（JAN）： なし none
内容数： 1個入 ●ガラス保存容器 ７００ｍｌ Glass
Storage Container-700ml- 23.7floz- ●JAN：
4549131407891

商品名

ガラス保存容器 ７００ｍｌ

●単価216円（税込）×24

食器

86416189

ガラスキャニスター １０００ｍｌ

●単価216円（税込）×18

¥3,888

●容量： 1ｌ重量： 640ｇ材質： 蓋：ソーダーガラス 本
体：ガラス パッキン：シリコン Lid soda-lime glass
body glass seal siliconeアソート商品（JAN）： なし
none内容数： 1個入 ●ガラスキャ二スター １０００ｍ
ｌ Glass Canister-1000ml- 33.8floz- ●JAN：
4549131407907

食器

86416190

粉引角皿 １５．５ｃｍ

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●重量： 308ｇ材質： 陶磁 stoneware内容数： 1個入
●皿 plate ●JAN：4549131410273

食器

86416191

粉引角皿 １７ｃｍ

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●重量： 316ｇ材質： 陶器 stoneware内容数： 1個入
●皿 plate ●JAN：4549131410280

食器

86416192

粉引き ３ブロックプレート 約
２６．８×１０×４．３ｃｍ

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●重量： 482ｇ材質： 陶磁器 stoneware内容数： 1個
入 ●ブロックプレート block plate ●JAN：
4549131410297

食器

86416193

ビアジョッキ 約５００ｍｌ

●単価216円（税込）×16

¥3,456

●容量： 500ｍｌ重量： 740ｇ色： 無色透明16個材質：
ソーダガラス Soda glass色々価格（JAN）： なしアソー
ト商品（JAN）： なし内容数： 1本入 ●ビール用ジョッ
キ beer mug ●JAN：4549131417876

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

食器

86416194

ピルスナーグラス 約５２０ｍｌ

●単価216円（税込）×32

¥6,912

●容量： 520ｍｌ重量： 420ｇ色： 無色透明32個材質：
ソーダガラス Soda glass色々価格（JAN）： なしアソー
ト商品（JAN）： なし内容数： 1本入 ●ビール用グラ
ス glass for beer ●JAN：4549131417883

食器

86416195

ピルスナーグラス 約６６５ｍｌ

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●容量： 665ｍｌ重量： 480ｇ色： 無色透明24個材質：
ソーダガラス Soda glass色々価格（JAN）： なしアソー
ト商品（JAN）： なし内容数： 1本入 ●ビール用グラ
ス glass for beer ●JAN：4549131417890

食器

86416196

ドリーム赤ワイングラス約５０
０ｍｌ

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●容量： 500ｍｌ重量： 260ｇ色： 無色透明12個材質：
ソーダガラス Soda glass色々価格（JAN）： なしアソー
ト商品（JAN）： なし内容数： 1本入 ●ワイングラス
wine glass ●JAN：4549131417951

食器

86416197

プライムタイム／赤ワイングラ
ス ５２５ｍｌ

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●容量： 525ｍｌ重量： 220ｇ色： 無色透明12個材質：
ソーダガラス Soda glass色々価格（JAN）： なしアソー
ト商品（JAN）： なし内容数： 1本入 ●赤ワイン用グラ
ス Wine glass for red.
●JAN：4549131417968

食器

86416198

カリクリスタルシャンパングラ
ス約２２０ｍｌ

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●容量： 220ｍｌ重量： 158ｇ色： 無色透明12個材質：
カリクリスタルガラス CALI CRYSTAL GLASS内容数：
1個入 ●カリクリスタルシャンパングラス約２２０ｍｌ
Cali crystal champagne glass 220ml ●JAN：
4549131423204

食器

86416199

子供食器 アニマルカレー皿
パンダ

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●容量： 300ｍｌ重量： 290ｇ材質： 磁器
PORCELAIN 内容数： 1個入 ●パンダをデザインした
可愛い子供用のお皿です。 It is the pretty curry dish
for the children which design with panda. ●JAN：
4549131428957

食器

86416200

子供食器 アニマルカレー皿
ネコ

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●容量： 300ｍｌ重量： 290ｇ材質： 磁器
PORCELAIN 内容数： 1個入 ●猫をデザインした可愛
い子供用のお皿です。 It is the pretty curry dish for
the children which design with cat. ●JAN：
4549131428964

食器

86416201

子供食器 アニマルカレー皿
クマ

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●容量： 300ｍｌ重量： 290ｇ材質： 磁器
PORCELAIN 内容数： 1個入 ●クマをデザインした可
愛い子供用のお皿です。 It is the pretty curry dish
for the children which design with bear. ●JAN：
4549131428971

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

食器

86416202

花型カレー皿

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●容量： 490ｍｌ重量： 326ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●可愛くおしゃれな白基調の花型のシ
リーズ食器です。 The stylish and cutely white table
ware series with flower design. ●JAN：
4549131435559

食器

86416203

グラタン（大）ＲＤ

●単価216円（税込）×32

¥6,912

●容量： 500ｍｌ重量： 400ｇ材質： 陶器 ceramics内
容数： 1個入 ●風合いの有る釉薬でお洒落に食卓を
飾ります。 A dining table is displayed fashionably by
glaze with the texture. ●JAN：4549131465662

食器

86416204

グラタン（大）ＯＲ

●単価216円（税込）×32

¥6,912

●容量： 500ｍｌ重量： 400ｇ材質： 陶器 ceramics内
容数： 1個入 ●風合いの有る釉薬でお洒落に食卓を
飾ります。 A dining table is displayed fashionably by
glaze with the texture. ●JAN：4549131465679

食器

86416205

グラタン（大）ＹＥ

●単価216円（税込）×32

¥6,912

●容量： 500ｍｌ重量： 400ｇ材質： 陶器 ceramics内
容数： 1個入 ●風合いの有る釉薬でお洒落に食卓を
飾ります。 A dining table is displayed fashionably by
glaze with the texture. ●JAN：4549131465686

食器

86416206

和洋カップ＆ソーサー

●単価216円（税込）×32

¥6,912

●容量： 240ｍｌ重量： 448ｇ材質： 陶器 Stoneware
内容数： 1個入 ●和洋カップ＆ソーサー JapaneseWestern Style Cup and Saucer ●JAN：
4549131475654

86416207

メラミンコートトレー（ナショナ
ルフラッグ、３９×２８ｃｍ）

¥7,776

●重量： 330ｇ色： イギリス3個、アメリカ3個材質： 素
地の種類 ユリア樹脂、メラミン樹脂 Urea Melamine内
容数： 1個入 ●メラミンコートトレー（ナショナルフラッ
グ、３９×２８ｃｍ） Melamine-Coated Tray -National
Flag - 39cm x 28cm -15.4inch x 11inch- ●JAN：
4549131477702

¥7,776

●重量： 330ｇ色： ドーナツ3個、ツリー3個材質： 素
地の種類 ユリア樹脂、メラミン樹脂 Urea Melamine内
容数： 1個入 ●メラミンコートトレー（北欧柄、３９×２
８ｃｍ） Melamine-Coated Tray -Scandinavian Pattern
- 39cm x 28cm -15.4inch x 11inch- ●JAN：
4549131477719

¥7,776

●重量： 330ｇ色： アンティーク3個、英字3個材質：
素地の種類 ユリア樹脂、メラミン樹脂 Urea Melamine
内容数： 1個入 ●メラミンコートトレー（アンティーク
調、３９×２８ｃｍ） Melamine-Coated Tray -Antique
Design - 39cm x 28cm -15.4inch x 11inch- ●JAN：
4549131477726

食器

食器

食器

商品画像

商品名

86416208

メラミンコートトレー（北欧柄、
３９×２８ｃｍ）

86416209

メラミンコートトレー（アンティー
ク調、３９×２８ｃｍ）

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価216円（税込）×36

●単価216円（税込）×36

●単価216円（税込）×36
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カテゴリ

食器

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86416210

商品画像

商品名

メラミンコートトレー（北欧柄、
４２×２９．５ｃｍ）

単価×入数

●単価216円（税込）×24

販売価格
（税込）

商品仕様

¥5,184

●重量： 346ｇ色： 魚3個、ツリー5個材質： 素地の種
類 ユリア樹脂、メラミン樹脂 Urea Melamine内容数：
1個入 ●メラミンコートトレー（北欧柄、４２×２９．５ｃ
ｍ） Melamine-Coated Tray -Scandinavian Pattern 42cm x 29.5cm -16.5inch x 11.6inch- ●JAN：
4549131477733

食器

86416211

メラミンコートトレー（フラワー
ガーデン、４２×２９．５ｃｍ）

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●重量： 346ｇ色： 白4個、ピンク4個材質： 素地の種
類 ユリア樹脂、メラミン樹脂 Urea Melamine内容数：
1個入 ●メラミンコートトレー（フラワーガーデン、４２×
２９．５ｃｍ） Melamine-Coated Tray -Flower Garden 42cm x 29.5cm -16.5inch x 11.6inch- ●JAN：
4549131477740

食器

86416212

岩目風焼き物皿 ２色アソート
約２１×１２．７×２．５ＣＭ

●単価216円（税込）×32

¥6,912

●重量： 380ｇ材質： 陶磁器 Stoneware内容数： 1
個入 ●お皿 plate ●JAN：4549131482256

食器

86416213

岩目風焼き物皿 ２色アソート
約２６．５×９×２．４ＣＭ

●単価216円（税込）×32

¥6,912

●重量： 430ｇ色： グリーン3個、黒5個材質： 陶磁器
Stoneware内容数： 1個入 ●お皿 plate ●JAN：
4549131482263

食器

86416214

梨地焼き物皿約２６×８．８×
２．１㎝

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●重量： 320ｇ材質： 陶磁器 stoneware内容数： 1個
入 ●お皿 plate ●JAN：4549131482270

食器

86416215

花形色付きコーヒーカップ＆
ソーサー約２００ｍｌ

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●容量： 200ｍｌ重量： 314ｇ色： ブルー5個、ブラウン
5個材質： 陶磁器 porcelain内容数： 1個入 ●コー
ヒーカップ＆ソーサー Coffee Cup And Saucer ●
JAN：4549131484168

食器

86416216

粉引どんぶり 約１６ｃｍ

●単価216円（税込）×18

¥3,888

●容量： 980ｍｌ重量： 604ｇ材質： 陶磁器
stoneware内容数： 1個入 ●ボウル bowl ●JAN：
4549131484281

食器

86416217

浅鉢（ニューボン、１９．８×ｈ
５．８ｃｍ）

●単価216円（税込）×32

¥6,912

●重量： 375ｇ色： 白32個材質： ニューボン
Porcelain色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）：
なし内容数： 1個入 ●ニューボン Porcelain ●JAN：
4549131486452

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

食器

86416218

平皿（ニューボン、２６×ｈ２．
５ｃｍ）

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●重量： 554ｇ色： 白24個材質： ニューボン
Porcelain色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）：
なし内容数： 1個入 ●ニューボン Porcelain ●JAN：
4549131486476

食器

86416219

和モダンれんこん大皿

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 314ｇ色： なし12個材質： 磁器
PORCELAIN内容数： 1個入 ●大皿 LARGE PLATE
●JAN：4549892305832

食器

86416220

和モダン水玉大皿

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 314ｇ色： なし12個材質： 磁器
PORCELAIN内容数： 1個入 ●大皿 LARGE PLATE
●JAN：4549892305986

食器

86416224

ニューボンボウル約２１．０×
ｈ８．５ｃｍ

●単価324円（税込）×20

¥6,480

●容量： 1.7ｌ重量： 660ｇ色： 白20個材質： ニューボ
ン porcelain色々価格（JAN）： なしアソート商品
（JAN）： なし内容数： 1個入 ●ニューボン porcelain
●JAN：4549131299946

商品画像

商品名

食器

86416225

アイスペール８２０ｍｌシルバナ

●単価324円（税込）×16

¥5,184

●容量： 820ｍｌ重量： 750ｇ色： 無色透明4個材質：
本体ソーダガラス および吊り手ポリカーボネイト
Body is Soda glass and hanger is polycarbonate色々価
格（JAN）： なしアソート商品（JAN）： なし内容数： 1
個入 ●ガラス製アイスペール
ウィスキーなど用の卓上用冰入れ
＊トングは付いていない Ice pail made of glass.
Used for container for ice cube on table.
It is without tong. ●JAN：4549131309959

食器

86416226

もえぎ十草青軽量飯茶碗

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●容量： 300ｍｌ重量： 170ｇ色： なし10個材質： 陶
器 ceramic内容数： 1個入 ●電子レンジ、食洗器可
microwave OK dishwasher OK ●JAN：
4549131318555

食器

86416227

花万葉赤軽量飯茶碗

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●容量： 300ｍｌ重量： 170ｇ色： なし10個材質： 陶
器 ceramic内容数： 1個入 ●電子レンジ、食洗器可
microwave OK dishwasher OK ●JAN：
4549131318562

食器

86416228

手造りもえぎ十草赤 軽量マ
グ

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●容量： 300ｍｌ重量： 170ｇ色： なし6個材質： 陶器
ceramic内容数： 1個入 ●電子レンジ、食洗器可
microwave OK dishwasher OK ●JAN：
4549131318586

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

食器

86416229

手造りもえぎ十草青 軽量マ
グ

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●容量： 300ｍｌ重量： 170ｇ色： なし6個材質： 陶器
ceramic内容数： 1個入 ●電子レンジ、食洗器可
microwave OK dishwasher OK ●JAN：
4549131318593

食器

86416230

花万葉赤 軽量マグ

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●容量： 300ｍｌ重量： 170ｇ色： なし6個材質： 陶器
ceramic内容数： 1個入 ●電子レンジ、食洗器可
microwave OK dishwasher OK ●JAN：
4549131318609

食器

86416231

花万葉青 軽量マグ

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●容量： 300ｍｌ重量： 170ｇ色： なし6個材質： 陶器
ceramic内容数： 1個入 ●電子レンジ、食洗器可
microwave OK dishwasher OK ●JAN：
4549131318616

食器

86416232

土物タコ唐草赤 マグ

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●容量： 250ｍｌ重量： 230ｇ色： なし6個材質： 陶器
ceramic内容数： 1個入 ●電子レンジ、食洗器可
microwave OK dishwasher OK ●JAN：
4549131318647

食器

86416233

土物タコ唐草青 マグ

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●容量： 250ｍｌ重量： 230ｇ色： なし6個材質： 陶器
ceramic内容数： 1個入 ●電子レンジ、食洗器可
microwave OK dishwasher OK ●JAN：
4549131318654

食器

86416234

一珍わたぼうし茶 軽量マグ

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●容量： 350ｍｌ重量： 190ｇ色： なし6個材質： 陶器
ceramic内容数： 1個入 ●電子レンジ、食洗器可
microwave OK dishwasher OK ●JAN：
4549131318685

食器

86416235

三叉梅 飯茶碗（大）

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●容量： 250ｍｌ重量： 150ｇ色： なし10個材質： 陶
器 ceramic内容数： 1個入 ●電子レンジ、食洗器可
microwave OK dishwasher OK ●JAN：
4549131318715

食器

86416237

土物白巻花小紋赤 飯茶碗

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●容量： 250ｍｌ重量： 155ｇ色： なし10個材質： 陶
器 ceramic内容数： 1個入 ●電子レンジ、食洗器可
microwave OK dishwasher OK ●JAN：
4549131318845

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ
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申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

食器

86416238

耐熱ガラス食器（正方形８００
ｍｌ）

●単価324円（税込）×18

¥5,832

●容量： 800ｍｌ重量： 481ｇ材質： 耐熱ガラス、ポリ
プロピレン borosilicate glass polypropylene内容数：
1個入 ●耐熱ガラス食器 Heat resistant glassware
●JAN：4549131343366

食器

86416239

ティーポット（約４８０ｍｌ、白
系）

●単価324円（税込）×18

¥5,832

●容量： 480ｍｌ重量： 412ｇ材質： 陶器100％
Ceramic100pctアソート商品（JAN）： なし none内容
数： 1個入 ●ティーポット（約４８０ｍｌ、白系） Teapot
480-16.2ml-White- ●JAN：4549131357776

食器

86416241

ティーポット（約４８０ｍｌ、茶
系）

●単価324円（税込）×18

¥5,832

●容量： 480ｍｌ重量： 412ｇ材質： 陶器100％
Ceramic 100pctアソート商品（JAN）： なし none内容
数： 1個入 ●ティーポット （約４８０ｍｌ、茶系）
Teapot 480ml-16.2ml-Brown- ●JAN：4549131357790

食器

86416242

ガラス保存容器３Ｌ

●単価324円（税込）×8

¥2,592

●容量： 3ｌ重量： 1.2ｋｇ色： 無色8個材質： ガラス
glass色々価格（JAN）： 無しアソート商品（JAN）： 無し
内容数： 1個入 ●ガラス glass ●JAN：
4549131362640

食器

86416243

急須３００ｍｌ 茶系

●単価324円（税込）×18

¥5,832

●容量： 300ｍｌ重量： 320ｇ材質： 陶器100％
Ceramic 100pctアソート商品（JAN）： なし none内容
数： 1個入 ●急須300ml茶系 Teapot 300ml-10.1mlBrown- ●JAN：4549131369748

食器

86416245

急須３００ｍｌ 白系

●単価324円（税込）×18

¥5,832

●容量： 300ｍｌ重量： 320ｇ材質： 陶器100％
Ceramic 100pctアソート商品（JAN）： なし none内容
数： 1個入 ●急須３００ｍｌ白系 Teapot 300mlwhite- ●JAN：4549131369762

商品画像

商品仕様

食器

86416246

ホワイトラインサンマ皿 約３５
ｃｍ×１１ｃｍ

●単価324円（税込）×30

¥9,720

●容量： 20ｍｌ重量： 420ｇ材質： 磁器 PORCELAIN
内容数： 1個入 ●焼魚を盛るのに最適です。オードブ
ルを盛りつけてもお洒落に演出できます。 It is most
suitable to heap up grilled fish Even if an appetizer is
dished up you can produce fashionably ●JAN：
4549131378405

食器

86416247

ソギカレー皿 ＲＤ ＧＲ ＢＲ

●単価324円（税込）×20

¥6,480

●容量： 750ｍｌ重量： 620ｇ色： ＲＤ9個、ＧＲ4個、Ｂ
Ｒ7個材質： 陶器 ceramic内容数： 1個入 ●風合い
の有る釉薬でお洒落に食卓を飾ります。 A dining
table is displayed fashionably by glaze with the texture
●JAN：4549131379259

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

食器

86416248

ソギグラタン皿 ＲＤ ＧＲ ＢＲ

●単価324円（税込）×20

¥6,480

●容量： 660ｍｌ重量： 483ｇ色： ＲＤ9個、ＧＲ4個、Ｂ
Ｒ7個材質： 陶器 ceramic内容数： 1個入 ●風合い
の有る釉薬でお洒落に食卓を飾ります。 A dining
table is displayed fashionably by glaze with the texture
●JAN：4549131379266

食器

86416249

清涼シリーズガラス鉢空色約
１７ｃｍ

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●容量： 550ｍｌ重量： 450ｇ材質： ガラス GLASS内
容数： 1個入 ●ガラス鉢 glass tableware ●JAN：
4549131403138

食器

86416250

清涼シリーズガラス鉢海色約
１７ｃｍ

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●容量： 550ｍｌ重量： 450ｇ材質： ガラス GLASS内
容数： 1個入 ●ガラス鉢 glass tableware ●JAN：
4549131403145

食器

86416251

清涼シリーズガラス皿海色約
２２ｃｍ

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●容量： 450ｍｌ重量： 500ｇ材質： ガラス GLASS内
容数： 1個入 ●Glass plate ●JAN：4549131403183

食器

86416252

ガラス鉢約２２．５ｃｍ

●単価324円（税込）×16

¥5,184

●容量： 1.9ｌ重量： 826ｇ色： 無色透明8個材質：
ソーダガラス SODAGLASS内容数： 1個入 ●ガラス
鉢約２２．５ｃｍ Glass bowl 22.5cm ●JAN：
4549131403510

¥3,240

●容量： 1.8ｌ重量： 850ｇ材質： 本体：ソーダガラス
パッキン：ポリプロピレン 蓋：鉄、ポリエチレン Lid Iron
Body soda-lime glass seal ppアソート商品（JAN）： な
し none内容数： 1個入 ●パスタ保存容器（1800ｍｌ）
Pasta Storage Container-1800ml- 60.9floz- ●JAN：
4549131407785

食器

86416253

商品画像

パスタ保存容器（１８００ｍｌ）

●単価324円（税込）×10

食器

86416254

ガラス保存容器 １０００ｍｌ

●単価324円（税込）×18

¥5,832

●容量： 1ｌ重量： 630ｇ材質： 本体：ソーダーガラス
パッキン：ポリプロピレン 蓋：鉄 Body soda-lime glass
seal pp Lid ironアソート商品（JAN）： なし none内容
数： 1個入 ●ガラス保存容器 1000ｍｌ Glass Storage
Container-1000ml- 33.8floz- ●JAN：4549131407884

食器

86416255

粉引き 楕円形 カレーボウ
ル ５５０ｍｌ

●単価324円（税込）×20

¥6,480

●容量： 550ｍｌ重量： 590ｇ材質： 陶磁器
stoneware内容数： 1個入 ●ボウル Bowl ●JAN：
4549131410303

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

食器

86416256

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

仕切り付長型皿 約２５．５×
１８．３ｃｍ

●単価324円（税込）×18

¥5,832

●重量： 660ｇ材質： 陶磁器 stoneware内容数： 1個
入 ●皿 plate ●JAN：4549131410310

食器

86416257

涼彩冷麺皿

●単価324円（税込）×32

¥10,368

●容量： 500ｍｌ重量： 465ｇ色： スキ8個材質： ソー
ダライムガラス Soda lime glass内容数： 1個入 ●こ
の皿は、冷麺を食べるために適しています。美しい煌め
く彫刻があります。 This dish is suitable to eat cold
noodles. There is a beautiful sparkling sculpture ●
JAN：4549131464634

食器

86416258

塗り分カレー皿 山吹色

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●容量： 650ｍｌ重量： 535ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●２色に塗り分けた可愛くおしゃれなカ
レー皿です。 The stylish and cutely curry plate. which
divided into two colors. ●JAN：4549131465785

食器

86416259

塗り分カレー皿 ピンク

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●容量： 650ｍｌ重量： 535ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●２色に塗り分けた可愛くおしゃれなカ
レー皿です。 The stylish and cutely curry plate. which
divided into two colors. ●JAN：4549131465792

食器

86416260

塗り分カレー皿 ブルー

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●容量： 650ｍｌ重量： 535ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●２色に塗り分けた可愛くおしゃれなカ
レー皿です。 The stylish and cutely curry plate. which
divided into two colors. ●JAN：4549131465808

食器

86416261

太十草 コーヒー碗皿、マグ
カップ

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●容量： 150ｍｌ重量： 317ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●可愛くおしゃれな太十草柄のコーヒー
碗皿です。 The stylish and cutely Coffee saucercup
which with HUTOTOKUSA pattern. ●JAN：
4549131465815

食器

86416262

唐草 コーヒー碗皿、マグカッ
プ

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●容量： 150ｍｌ重量： 317ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●可愛くおしゃれな唐草柄のコーヒー碗
皿です。 The stylish and cutely Coffee saucer cup
which with arabesque pattern. ●JAN：
4549131465822

食器

86416263

ごす椿 コーヒー碗皿、マグ
カップ

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●容量： 150ｍｌ重量： 317ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●可愛くおしゃれなごす椿柄のコーヒー
碗皿です。 The stylish and cutely Coffee saucer cup
which with GOSUTSUBAKI pattern. ●JAN：
4549131465839

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

食器

86416264

商品画像

商品名

青海波 コーヒー碗皿、マグ
カップ

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●容量： 150ｍｌ重量： 317ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●可愛くおしゃれな青海波柄のコーヒー
碗皿です。 The stylish and cutely Coffee saucer cup
which with wave crest pattern. ●JAN：
4549131465846

¥7,776

●重量： 452ｇ色： ブリティッシュガーデン6個材質：
素地の種類 ユリア樹脂、メラミン樹脂 Urea Melamine
内容数： 1個入 ●メラミンコートトレー（ブリティッシュ
ガーデン、４４×３２．５ｃｍ Melamine-Coated Tray British Garden - 44cm x 32.5cm -17.3inch x 12.8inch●JAN：4549131477757

86416265

メラミンコートトレー（ブリティッ
シュガーデン、４４×３２．５

食器

86416266

メラミンコートトレー（北欧柄、
４４×３２．５ｃｍ）

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 452ｇ色： 北欧柄6個材質： 素地の種類 ユ
リア樹脂、メラミン樹脂 Urea Melamine内容数： 1個入
●メラミンコートトレー（北欧柄、４４×３２．５ｃｍ）
Melamine-Coated Tray -Scandinavian Pattern - 44cm
x 32.5cm -17.3inch x 12.8inch- ●JAN：
4549131477764

食器

86416267

梨地秋刀魚皿約３４．２×１
０．５×２．４㎝

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 528ｇ材質： 陶磁器 stoneware内容数： 1個
入 ●お皿 plate ●JAN：4549131482287

食器

86416268

清涼シリーズ ガラス長皿 ２
６×１２ｃｍ

●単価324円（税込）×20

¥6,480

●重量： 648ｇ材質： ガラス Glass内容数： 1個入
●ガラス皿 GLASS DISH ●JAN：4549131484229

食器

86416269

半月仕切り付サンマ皿 約３１
ｃｍ

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 383ｇ色： 白3個、黒3個材質： 陶磁
stoneware内容数： 1個入 ●皿 plate ●JAN：
4549131484274

食器

86416270

平皿（ニューボン、３０×ｈ２．
８ｃｍ）

●単価324円（税込）×16

¥5,184

●重量： 830ｇ色： 白16個材質： ニューボン
Porcelain色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）：
なし内容数： 1個入 ●ニューボン Porcelain ●JAN：
4549131486483

食器

86416271

ホッとなごみグラタン皿 ラウ
ンド型（竹製スプーン付）

●単価324円（税込）×16

¥5,184

●重量： 420ｇ色： ブラウン3個、レッド3個、クリーム2
個材質： 陶器、竹 CERAMIC BAMBOO内容数： 1個
入 ●オーブン対応。シンプルなベイクウェア。竹製ス
プーン付。 Oven Safe.Simple Bakeware.Bamboo
Spoon Included. ●JAN：4549131495461

食器

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価324円（税込）×24
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

食器

86416272

ホッとなごみグラタン皿 オー
バル型（竹製スプーン付）

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 365ｇ色： ブラウン3個、レッド3個、クリーム2
個材質： 陶器、竹 CERAMIC BAMBOO内容数： 1個
入 ●オーブン対応。シンプルなベイクウェア。竹製ス
プーン付。 Oven Safe.Simple Bakeware.Bamboo
Spoon Included. ●JAN：4549131495478

食器

86416274

ナチュラルブルーラインランチ
プレート

●単価324円（税込）×20

¥6,480

●重量： 620ｇ色： なし20個材質： 陶器 CERAMIC
内容数： 1個入 ●ランチプレート LUNCH PLATE ●
JAN：4549892305665

食器

86416275

和モダンれんこんカレーパスタ
皿

●単価324円（税込）×32

¥10,368

●重量： 441ｇ色： なし8個材質： 磁器 PORCELAIN
内容数： 1個入 ●カレーパスタ皿 LARGE PLATE
●JAN：4549892305849

食器

86416276

和モダン水玉カレーパスタ皿

●単価324円（税込）×32

¥10,368

●重量： 441ｇ色： なし8個材質： 磁器 PORCELAIN
内容数： 1個入 ●カレーパスタ皿 LARGE PLATE
●JAN：4549892305993

食器

86416277

カレー＆パスタだ円皿浅型

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 503ｇ色： なし24個材質： 磁器
PORCELAIN NEW BORN内容数： 1個入 ●カレー＆
パスタ皿です。 It is a curry and pasta plate. ●JAN：
4947678032147

食器

86416278

カレー＆パスタだ円皿深型

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 570ｇ色： なし24個材質： 磁器
PORCELAIN NEW BORN内容数： 1個入 ●カレー＆
パスタ皿です。 It is a curry and pasta plate. ●JAN：
4947678032154

食器

86416279

３００円ニューボーンティー
ポット約５２０ｍｌ

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●容量： 520ｍｌ重量： 418ｇ色： なし6個材質： 磁器
PORCELAIN NEWBORN内容数： 1個入 ●ティーポッ
トです。 It is a teapot. ●JAN：4947678035261

食器

86416280

ホワイトランチプレート

●単価324円（税込）×18

¥5,832

●重量： 692ｇ色： なし18個材質： 磁器
PORCELAIN NEWBORN内容数： 1個入 ●ランチプ
レート LUNCH PLATE ●JAN：4947678038798

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

食器

86416281

３Ｌ 梅酒瓶 ３色

●単価432円（税込）×10

¥4,320

●容量： 3ｌ重量： 999ｇ色： 赤4個、グリーン3個、イエ
ロー3個材質： ガラス GLASS内容数： 1個入 ●梅
酒瓶 Glass bottles ●JAN：4549131341843

食器

86416282

唐草 深皿

●単価432円（税込）×16

¥6,912

●容量： 600ｍｌ重量： 602ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●可愛くおしゃれな唐草柄の深皿です。
The stylish and cutely Deep dish which with
arabesque pattern. ●JAN：4549131465877

食器

86416283

太十草 深皿

●単価432円（税込）×16

¥6,912

●容量： 600ｍｌ重量： 602ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●可愛くおしゃれな太十草柄の深皿で
す。 The stylish and cutely Deep dish which with
HUTOTOKUSA pattern. ●JAN：4549131465884

食器

86416284

ごす椿 深皿

●単価432円（税込）×16

¥6,912

●容量： 600ｍｌ重量： 602ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●可愛くおしゃれなごす椿柄の深皿で
す。 The stylish and cutely Deep dish which with
GOSUTSUBAKI pattern. ●JAN：4549131465891

食器

86416285

青海波 深皿

●単価432円（税込）×16

¥6,912

●容量： 600ｍｌ重量： 602ｇ材質： 磁器 porcelain内
容数： 1個入 ●可愛くおしゃれな青海波柄の深皿で
す。 The stylish and cutely Deep dish which with
wave crest pattern. ●JAN：4549131465907

食器

86416286

手描き 梅ティーポット 約４０
０ｍｌ

●単価432円（税込）×32

¥13,824

●容量： 400ｍｌ重量： 334ｇ材質： 陶磁器 Porcelian
内容数： 1個入 ●ティーポット TEAPOT ●JAN：
4549131486001

食器

86416287

手描き 十草ティーポット約４
００ｍｌ

●単価432円（税込）×32

¥13,824

●容量： 400ｍｌ重量： 334ｇ材質： 陶磁器 Porcelian
内容数： 1個入 ●ティーポット TEAPOT ●JAN：
4549131490480

¥3,240

●容量： 4ｌ重量： 1.8ｋｇ色： 無色透明6個材質： 本
体ソーダガラス および外蓋ＰＰ 内蓋ＰＥ Body Soda
glass and Outer cap PP Inner cap PE色々価格
（JAN）： なしアソート商品（JAN）： なし内容数： 1個
入 ●果実酒瓶 約４Ｌ
梅酒作りなどに使用 Fluit Liquor bottle about 4L ●
JAN：4549131302127

食器

86416288

商品画像

商品名

果実酒瓶 約４Ｌ

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価540円（税込）×6
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

食器

86416289

商品画像

商品名

花形サラダボウル

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

●単価540円（税込）×15

¥8,100

●重量： 700ｇ材質： 磁器 porcelain内容数： 1個入
●可愛くおしゃれな白基調の花型のシリーズ食器で
す。 The stylish and cutely white table ware series
with flower design. ●JAN：4549131435566

食器

86416290

山中塗り 庵・お食事処 長手
盆

●単価648円（税込）×45

¥29,160

●重量： 440ｇ色： 黒天朱5個材質： ＡＢＳ樹脂 ウレ
タン塗装内容数： 1枚入 ●業務用で、定食などを給
仕するのに便利なお盆です。ご家庭でもお使いいただ
けます。 The tray can be used at home and
businesses to carry several dishes at once. ●JAN：
4958539003824

洗濯・掃除

86416291

ラクラク洗濯ロープ ブルー

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 92ｇ色： ブルー10個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1本入 ●ロック付きハンガー
キャッチ７個付き。 Comes with 7 holders. ●JAN：
4549131010404

洗濯・掃除

86416292

ペット用スペアテープ１１０周

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 173ｇ材質： ペーパー合成ゴムシステム
PAPER SYNTHETIC RUBBER SYSTEM内容数： 1個
入 ●ペット用スペアテープ１１０周 Spare tape of Lint
roller. ●JAN：4549131032314

洗濯・掃除

86416293

フローリング用スペアテープ１
１０周

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 178ｇ材質： ペーパー合成ゴムシステム
PAPER SYNTHETIC RUBBER SYSTEM内容数： 1個
入 ● ●JAN：4549131032321

洗濯・掃除

86416294

強粘着カーペット用スペアテー
プ１１０周

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 179ｇ材質： ペーパー合成ゴムシステム
PAPER SYNTHETIC RUBBER SYSTEM内容数： 1個
入 ●強粘着カーペット用スペアテープ１１０周 Spare
tape of Lint roller for carpet. ●JAN：4549131032338

¥8,640

●重量： 1.8ｇ色： くろ1個材質： ポリエチレン
POLYETHYLENE色々価格（JAN）： 0アソート商品
（JAN）： なし内容数： 70枚入 ●エチケットパック ７
０枚 キッチンゴミ袋用 生活ゴミ袋用 食品保存出来
ません ETIQUETTE PACK kitch waste or life garbage
rubbish bags ●JAN：4549131062397

¥6,480

●重量： 160ｇ色： Red4個、Yellow4個、Green2個材
質： パラジクロロベンゼン 香料 Paradichlorobenzene
Fragrance内容数： 1個入 ●有効期限 約1ヶ月です
使用状況により異なります 直射日光 高温多湿の場所
を避けて保管してください お子様の手の届かない場所
に保管してください Expiration Date Approx 1 month
Varies upon usage conditions Do not use or store in a
place subject to direct sunlight high temperature or
high humidity Keep out of reach of children ●JAN：
4549131162981

洗濯・掃除

洗濯・掃除

86416295

86416296

エチケットパック７０枚

トイレ用消臭剤（フローラルの
香り、ボール型）

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×80

●単価108円（税込）×60
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

洗濯・掃除

86416297

スマイルミニチリトリセット

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 78ｇ色： ピンク5個、ブルー3個、パープル2
個、グリーン2個材質： ポリプロピレン polypropylene
内容数： 1個入 ●ちりとりせっと Chilean avian set
●JAN：4549131166101

洗濯・掃除

86416298

ベランダ用ピンチ（２Ｐ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 58ｇ材質： ポリプロピレン polypropylene内
容数： 2個入 ●ピンチ Clothespin ●JAN：
4549131259742

洗濯・掃除

86416299

ひっかけひも付き ３枚雑巾

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 28ｇ材質： 100％綿 100pct cotton内容数：
3枚入 ●綿100％使用 吸水力抜群 Use cotton
100pct Sorting of absorbent ●JAN：4549131272161

洗濯・掃除

86416300

ポリエチレン使い捨て手袋１０
０枚

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 144.2ｇ材質： ポリエチレン polyethylene内
容数： 100枚1個 ●ポリエチレン手袋 使い捨てタイプ
Polyethylene disposable gloves-100 sheets ●JAN：
4549131278392

洗濯・掃除

86416301

ポリエチレン使いきり手袋厚
手タイプ４０枚

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 103.9ｇ材質： ポリエチレン polyethylene 内
容数： 40枚1個 ●ポリエチレン手袋 使い捨て厚手タ
イプ Polyethylene disposable gloves-Thick type-40
sheets ●JAN：4549131278408

洗濯・掃除

86416302

中身の見えないポリ袋黒７０
枚入

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 112ｇ色： 黒 BLACK60個材質： ポリエチレ
ン POLYETHYLENE内容数： 70枚×1個 ●中身の見
えないポリ袋黒７０枚入 disposable bag black 70 pcs
●JAN：4549131293524

商品画像

商品名

商品仕様

洗濯・掃除

86416303

ピッカピッカ１２枚

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 3.3ｇ色： なし10個材質： 不織布（ポリエステ
ル）100％ ミネラルオイル Polyester100 pct Mineral
Oils内容数： 12枚入 ●水を使用せず、軽くふくだけで
つやがでます。 さっとふくだけで細かいほこりもスッキ
リ拭き取り、 一度拭いた汚れは再付着しません。
Just wipe gently to polish without using water. Gentle
wiping will clean up even the faintest dust and will
prevent it from returning to wiped areas. ●JAN：
4549131294248

洗濯・掃除

86416304

静電ダスター（約６５ｃｍ）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 125ｇ色： コーヒー色6個、青4個材質： ポリ
プロピレン 塩化ビニル樹脂 PP PVC内容数： 1個入
●静電ダスター（約６５ｃｍ） Electrostatic Duster ●
JAN：4549131344578

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

洗濯・掃除

86416305

トイレ洗浄剤（ソープの香り、７
０ｍｌ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●容量： 70ｍｌ重量： 100ｇ材質： ケース：ポリプロピ
レン ポリエチレンテレフタラート 成分：界面活性剤、
香料 polypropylene Polyethylene terephthalate
Surfactant Fragrance内容数： 1個入 ●トイレ洗浄剤
Toilet cleaner ●JAN：4549131346008

86416306

トイレ洗浄剤（ローズの香り、
７０ｍｌ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●容量： 70ｍｌ重量： 100ｇ材質： ケース：ポリプロピ
レン ポリエチレンテレフタラート 成分：界面活性剤、
香料 polypropylene Polyethylene terephthalate
Surfactant Fragrance内容数： 1個入 ●トイレ洗浄剤
Toilet cleaner ●JAN：4549131346015

洗濯・掃除

86416307

トイレ洗浄剤（ミントの香り、７
０ｍｌ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●容量： 70ｍｌ重量： 100ｇ材質： ケース：ポリプロピ
レン ポリエチレンテレフタラート 成分：界面活性剤、
香料 polypropylene Polyethylene terephthalate
Surfactant Fragrance内容数： 1個入 ●トイレ洗浄剤
Toilet cleaner ●JAN：4549131346022

洗濯・掃除

86416308

ステンレスピンチ４個入

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 22ｇ色： シルバー12個材質： ステンレスス
チール Stainless steel内容数： 4個入 ●ステンレス
ピンチ4個入 Stainless Steel Clothespin 4 pcs ●
JAN：4549131375084

洗濯・掃除

86416309

ステンレスピンチ８個入

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 10ｇ色： シルバー12個材質： ステンレスス
チール Stainless steel内容数： 8個入 ●ステンレス
ピンチ8個入 Stainless Steel Clothespin 8 pcs ●
JAN：4549131375091

洗濯・掃除

86416310

スタンド式くるくるローラー

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 98ｇ色： 白12個材質： PP 鉄 PP Iron内容
数： 1個入 ●スタンド式クルクルクリーナー Lint
Roller Standing ●JAN：4549131405545

洗濯・掃除

86416311

キッチンスポンジ（ソフト、６
個）

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 36.8ｇ材質： ポリエステル不織布、ポリウレタ
ンフォーム Non-woven polyester fabric Polyurethane
foam内容数： 1個入 ●Kitchen Sponge-Soft-6pcs
●JAN：4549131407518

洗濯・掃除

86416312

キッチンスポンジ（ソフト、８
個）

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 32.7ｇ材質： ポリエステル不織布、ポリウレタ
ンフォーム Non-woven polyester fabric Polyurethane
foam内容数： 1個入 ●Kitchen Sponge-Soft-8pcs
●JAN：4549131407525

洗濯・掃除

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

洗濯・掃除

86416313

ハードキッチンスポンジ（６個）

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 42.6ｇ材質： ポリエステル不織布（研磨材入
り）、ポリウレタンフォーム Non-woven polyester fabric
Polyurethane foam内容数： 1個入 ●Kitchen
Sponge-Hard-6pcs ●JAN：4549131407532

洗濯・掃除

86416314

ハードキッチンスポンジ（８個）

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 38.5ｇ材質： ポリエステル不織布（研磨材入
り）、ポリウレタンフォーム Non-woven polyester fabric
Polyurethane foam内容数： 1個入 ●Kitchen
Sponge-Hard-8pcs ●JAN：4549131407549

洗濯・掃除

86416315

スチールたわし（７ｇ、１２個）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 7ｇ色： グレー12個材質： スチール Steel内
容数： 12個入 ●スチールたわし SteelScrubber ●
JAN：4549131452747

洗濯・掃除

86416316

スチールたわし（６ｇ、１６個）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 6ｇ色： グレー16個材質： スチール Steel内
容数： 16個入 ●スチールたわし SteelScrubber ●
JAN：4549131461336

洗濯・掃除

86416317

シューズ用ブラシ（ＳＴＡＮＤ－
ＭＡＮ）

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 37ｇ色： 緑8個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●立てるおそうじブラシ
つま先まで洗いやすい 先端ブラシで靴底も洗える
Free-standing cleaning brush Cleans right down to
the toes ●JAN：4549131489163

洗濯・掃除

86416318

タイルの目地用ブラシ（ＳＴＡＮ
Ｄ－ＭＡＮ）

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 38ｇ色： 緑8個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●立てるおそうじブラシ
タイルの目地・コーナー用 Ｖ字カットで汚れをかきとる
Free-standing cleaning brush For tile joints and
corners ●JAN：4549131489170

洗濯・掃除

86416319

扉のサッシ用ブラシ（ＳＴＡＮＤ
－ＭＡＮ）

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 33ｇ色： 青8個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●立てるおそうじブラシ
扉のサッシ用 たまった汚れをサッとおそうじ Freestanding cleaning brush For door frames ●JAN：
4549131489187

洗濯・掃除

86416320

浴室用ブラシ（ＳＴＡＮＤ－ＭＡ
Ｎ）

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 56ｇ色： 青8個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●立てるおそうじブラシ
浴室の床・タイル用 広い面で一気にお掃除 Freestanding cleaning brush For bathroom floors and tiling
●JAN：4549131489194

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

洗濯・掃除

洗濯・掃除

洗濯・掃除

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86416321

86416322

86416323

商品画像

商品名

家具用おそうじシート ４５枚
入

ふわっとモップ ハンディタイ
プ 取り替えシート ３枚入り

オレンジ抽出液配合万能ク
リーナー５０枚入

単価×入数

●単価108円（税込）×80

●単価108円（税込）×96

●単価108円（税込）×72

販売価格
（税込）

商品仕様

¥8,640

●重量： 3ｇ色： なし10個材質： ポリエステル70％、
レーヨン30％、精製水、界面活性剤、エチルアルコー
ル、防腐剤、香料、光沢剤
Polyester70pct.Rayon30pct.Purified Water.Surface
Autive Agent.Ethyl Alcohol.Antiseptic
Agent.Fragrance.Coated Medicine内容数： 45枚入 ●
机の上、本棚、タンスの汚れをサッと拭き取る Wipes
off the dirt of the bookshelf chest of drawers and on
the dwsk. ●JAN：4940921812824

¥10,368

●重量： 16.3ｇ色： 白 White12個材質： 本体（ｍａｉｎ
ｂｏｄｙ）：ポリプロピレン、ポリエチレン （ＰＰ・ＰＥ） パッ
ケージ（ｐａｃｋａｇｅ）：ポリプロピレン（ＰＰ） ＰａｃｋａｇｅＭａ
ｔｅｒｉａｌ:（ＰＥ）内容数： 3枚入 ●ふわふわ繊維がミクロ
のホコリもスッキリ吸着。 Fluffy fibers trap even micro
dusts. ●JAN：4940921813920

¥7,776

●重量： 3.4ｇ色： なし12個材質： ポリエステル70％、
レーヨン30％、精製水、界面活性剤、エチルアルコー
ル、プロピレングリコール、防腐剤、オレンジ抽出液 他
Polyester70pct.Rayon30pct.Purified Water.Surface
Autive Agent.Ethyl Alcohol.Orange extract liquid.
others内容数： 50枚入 ●シート１枚の大きさ約２００ミ
リ×１５０ミリ 成分 精製水 界面活性剤 洗浄補助剤
プロピレングリコール 保湿剤 シリコーン オレンジ抽
出液 Size of a sheet approx 8 and 6in Ingredient
Purified water Surface active agent Auxiliary detergent
Propylene glycol Moisturizer Silicon Orange extract
liquid ●JAN：4940921819403

洗濯・掃除

86416324

畳用おそうじシート １２枚入

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 7.5ｇ色： なし12個材質： ポリエステル70％、
レーヨン30％、精製水、エチルアルコール、界面活性
剤、プロピレングリコール、植物抽出エキス、防腐剤、
キレード Polyester70pct.Rayon30pct.Purified
Water.Ethyl Alcohol.Surface Autive Agent.Propylene
Glycol.Botanical Extract. Others内容数： 12枚入 ●
畳用のおそうじシート Cleaner Sheet for TATAMI Mat
●JAN：4940921826104

洗濯・掃除

86416325

なかみの見えないポリ袋 黒
色 ５０枚入

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 137ｇ色： 黒20個材質： ポリエチレン
polyethylene内容数： 50枚1個 ●サニタリー用の袋で
す For sanitary bag. ●JAN：4984343117372

洗濯・掃除

86416326

洗濯槽クリーナー７５ｇ×２

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 160ｇ材質： 過炭酸ソーダ,界面活性剤、2酵
素、炭酸塩 sodium carbonate Surface-active agent
2Enzyme Carbonate ● ●JAN：4984343285194

洗濯・掃除

86416327

カラフルキッチンスポンジ（三
層ソフトタイプ）５個入

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 6ｇ色： 1パッケージ（桃、橙、黄、緑、青）10
個材質： ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム
Polyester PUR色々価格（JAN）： 0アソート商品
（JAN）： 0内容数： 5個入 ●ソフトな不織布と泡立ち
のよいスポンジを貼り合わせた、傷をつけにくくしっかり
洗えるクリーナーです。スポンジ部分は傷をつけにくくソ
フトです。スポンジ部分で落としにくい汚れは、不織布
面でしっかり洗えます。 This cleaner made of soft non
woven fabric bonded to a sponge.The sponge portion is
soft and will not cause scratches.Any stains can be
thoroughly washed with the non-woven fabric. ●
JAN：4984343973138

洗濯・掃除

86416328

バケツ１０Ｌ

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●容量： 10ｌ重量： 210ｇ色： 青色 24個、紺24個材
質： ポリプロピレン １００％ polypropylene 100 pct
色々価格（JAN）： ０アソート商品（JAN）： ０内容数：
1個入 ●バケツ１０L Bucket-10L ●JAN：
4549131294897

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

洗濯・掃除

86416329

伸縮式ガラスワイパー

●単価162円（税込）×60

¥9,720

●重量： 190ｇ色： 青10個材質： ポリプロピレン 塩化
ビニル樹脂 熱可塑性ゴム ポリウレタン PP PVC TPR
PU内容数： 1個入 ●伸縮式ガラスワイパー
Extendable Glass Wiper ●JAN：4549131353990

洗濯・掃除

86416330

伸縮できる静電ダスター

●単価162円（税込）×60

¥9,720

●重量： 185ｇ色： コーヒー色10個材質： ポリプロピ
レン 塩化ビニル樹脂 PP PVC内容数： 1個入 ●伸
縮できる静電ダスター Electrostatic Duster
Extendable ●JAN：4549131357752

洗濯・掃除

86416331

お風呂ブーツ ２６ｃｍ

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 138ｇ色： ホワイト18個、ブルー18個、ピンク
12個材質： 本体：ポリエチレン 底部：EVA樹脂 body
PE sole EVA内容数： 1個入 ●お風呂ブーツ ２６cm
bathtub boots approx.26cm ●JAN：4549131369960

洗濯・掃除

86416332

ステンレスハンガー６ピンチ丸
型

●単価162円（税込）×80

¥12,960

●重量： 134ｇ色： シルバー10個材質： ステンレスス
チール Stainless steel内容数： 1個入 ●ステンレス
ハンガー６ピンチ丸型 Stainless Steel Hanger 6
Clothespins Round ●JAN：4549131379624

洗濯・掃除

86416333

１５０円２０ピンチハンガー角
型

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 140ｇ材質： ポリプロピレン スチール PP
Steel内容数： 1個入 ●150円20ピンチハンガー角型
150 Yen Hanger with 20 Clothespins Rectangular ●
JAN：4549131394306

洗濯・掃除

86416334

１５０円２０ピンチハンガー小
判型

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 130ｇ材質： ポリプロピレン スチール PP
Steel内容数： 1個入 ●１５０円２０ピンチハンガー小
判型 150 Yen Hanger with 20 Clothespins Oval ●
JAN：4549131394313

洗濯・掃除

86416335

１５０円２０ピンチハンガー丸
型

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 140ｇ材質： ポリプロピレン スチール PP
Steel内容数： 1個入 ●１５０円２０ピンチハンガー丸
型 150 Yen Hanger with 20 Clothespins Round ●
JAN：4549131394320

洗濯・掃除

86416336

フタ付バケツ５Ｌ（グリーン）

●単価162円（税込）×24

¥3,888

●重量： 215ｇ材質： ポリプロピレン
POLYPROPYLENE内容数： 1個入 ●フタ付バケツ５Ｌ
（グリーン） BUCKET WITH LID 5L GREEN ●JAN：
4947678526820

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

洗濯・掃除

86416337

フタ付バケツ５Ｌ（ホワイト）

●単価162円（税込）×24

¥3,888

●重量： 215ｇ材質： ポリプロピレン
POLYPROPYLENE内容数： 1個入 ●フタ付バケツ５Ｌ
（ホワイト） BUCKET WITH LID 5L WHITE ●JAN：
4947678526837

洗濯・掃除

86416338

洗濯バッグ（角型）

●単価216円（税込）×72

¥15,552

●重量： 58ｇ色： 水色6個、紫6個材質： ポリエステ
ル Polyester内容数： 1個入 ●洗濯バッグ（角型）
Laundry Net -Square- ●JAN：4549131340549

洗濯・掃除

86416339

プリントホッピングバッグ３４×
３２×５７（ランドリー柄）

●単価216円（税込）×96

¥20,736

●重量： 110ｇ材質： ポリエステル スチール
Polyeste Steel内容数： 1個入 ●プリントホッピング
バッグ３４×３２×５７（ランドリー柄） Printed Foldable
Bag LAUNDRY DESIGNS 34x32x57cm ●JAN：
4549131342970

洗濯・掃除

86416340

ガラスワイパー（スプレータイ
プ）

●単価216円（税込）×72

¥15,552

●重量： 115ｇ色： 青12個材質： ポリプロピレン 熱可
塑性ゴム ポリウレタン PP TPR PU内容数： 1個入
●ガラスワイパー（スプレータイプ） Glass Wiper-Spray
Type- ●JAN：4549131353983

洗濯・掃除

86416341

伸縮式ダスター（先方曲るタイ
プ）

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●重量： 175ｇ色： 青5個、白5個材質： ポリエステル
、塩化ビニル樹脂 Polyester pvc内容数： 1個入 ●
伸縮式ダスター（先方曲るタイプ） ●JAN：
4549131354010

洗濯・掃除

86416342

おもちゃも入れられるバケツ１
０Ｌ（ひよこ）

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●容量： 10ｌ重量： 280ｇ色： ひよこ24個材質： ポリ
プロピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●おもちゃ
も入れられるバケツ（ひよこ） Bucket -Chick - Approx.
10L - 2.6gal- ●JAN：4549131355284

洗濯・掃除

86416343

２００円シダほうき

●単価216円（税込）×36

¥7,776

●重量： 255ｇ材質： 柄：竹 塩化ビニル樹脂 頭部：シ
ダ ポリエチレン Bamboo PVC Fern PE内容数： 1個
入 ●200円シダほうき 200YEN Fern Broom ●JAN：
4549131379600

洗濯・掃除

86416344

ステンレスハンガー８ピンチ角
型

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●重量： 191ｇ色： シルバー10個材質： ステンレスス
チール Stainless steel内容数： 1個入 ●ステンレス
ハンガー８ピンチ角型 Stainless Steel Hanger 8
Clothespins Square ●JAN：4549131379631

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

洗濯・掃除

86416345

２００円２４ピンチハンガー小
判型

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 190ｇ色： 紺8個、エメラルドグリーン4個材
質： ポリプロピレン スチール PP Steel内容数： 1個
入 ●200円24ピンチハンガー小判型 Hanger with 24
Clothespins Oval ●JAN：4549131399745

洗濯・掃除

86416346

多機能ビブバケツ 容量８Ｌ

●単価324円（税込）×16

¥5,184

●重量： 420ｇ色： ブルー16個材質： ポリプロピレン
PP内容数： 1個入 ●バケツ Bucket ●JAN：
4549131285925

洗濯・掃除

86416347

折りたたみクリップハンガー（３
２ピンチ）

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 315ｇ材質： ポリプロピレン Polypropylene内
容数： 1個入 ●折り畳みクリップハンガー３２ピンチ
laundry hanger with grip ●JAN：4549131295634

洗濯・掃除

86416348

フローリングワイパー 伸縮２
段式

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●重量： 195ｇ色： 白 White12個材質： ＰＰ アルミ
ニウム ＰＥ ＥＶＡ PP ALUMINUM PE EVA内容数：
1本入 ●掃除しやすい長さにできる2段伸縮の柄で
す。 Two step expansion and contraction handle made
length to clean easily. ●JAN：4940921812671

商品画像

商品名

洗濯・掃除

86416349

マイクロファイバースリッパ

●単価324円（税込）×48

¥15,552

●重量： 111ｇ色： なし12個材質： ポリエステル
80％、ナイロン20％ Polyester80pct. Nylon20pct内容
数： 1個入 ●履くだけで部屋中のホコリや 水分を拭
き取ることができます。 Simply wear in the room to
wipe dust and moisture. ●JAN：4940921827484

洗濯・掃除

86416350

折りたたみクリップハンガー（４
４ピンチ、角型）

●単価432円（税込）×16

¥6,912

●重量： 540ｇ色： ブルーオレンジ8個、紺黄色8個材
質： ポリプロピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●
折り畳みクリップハンガー４４ピンチ角型 laundry
hanger square type ●JAN：4549131295658

洗濯・掃除

86416351

ステンレスハンガー１６ピンチ
丸型

●単価432円（税込）×24

¥10,368

●重量： 383ｇ色： シルバー6個材質： ステンレスス
チール Stainless steel内容数： 1個入 ●ステンレス
ハンガー１６ピンチ丸型 Stainless Steel Hanger 16
Clothespins Round ●JAN：4549131379648

洗濯・掃除

86416352

折りたたみクリップハンガー（５
２ピンチ、角型）

●単価540円（税込）×16

¥8,640

●重量： 625ｇ色： ブルーオレンジ8個、紺黄色8個材
質： ポリプロピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●
折り畳みクリップハンガー５２ピンチ角型 Laundry
Hanger With Grip SQUARE TYPE ●JAN：
4549131295665

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

日用品

86416354

約１５分燃焼の小さいサイズ
のお線香 さくらの香り

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●サイズ： 8cm×10.3cm×2.6cm 3.1in×4.1in×1in重
量： 135ｇ色： ピンク10個材質： タブ粉 香料 染料
Machilus powder Perfume Dyestuff内容数： 350本1個
●約15分燃焼の小さいお線香 JOSS STICKS SHORT
TYPE ●JAN：4549131119800

86416355

約１５分燃焼の小さいサイズ
のお線香 ラベンダーの香り

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●サイズ： 8cm×10.3cm×2.6cm 3.1in×4.1in×1in重
量： 135ｇ色： 紫10個材質： タブ粉 香料 染料
Machilus powder Perfume Dyestuff内容数： 350本1個
●約15分燃焼の小さいお線香 JOSS STICKS SHORT
TYPE ●JAN：4549131119817

日用品

86416356

約１５分燃焼の小さいサイズ
のお線香 緑茶の香り

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●サイズ： 8cm×10.3cm×2.6cm 3.1in×4.1in×1in重
量： 135ｇ色： 緑10個材質： タブ粉 香料 染料
Machilus powder Perfume Dyestuff内容数： 350本1個
●約15分燃焼の小さいお線香 JOSS STICKS SHORT
TYPE ●JAN：4549131119824

日用品

86416357

約１５分燃焼の小さいサイズ
のお線香 白檀の香り

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●サイズ： 8cm×10.3cm×2.6cm 3.1in×4.1in×1in重
量： 135ｇ色： 茶10個材質： タブ粉 香料 染料
Machilus powder Perfume Dyestuff内容数： 1個入 ●
約15分燃焼の小さいお線香 JOSS STICKS SHORT
TYPE ●JAN：4549131119831

日用品

商品画像

商品名

日用品

86416358

紫風香 ３把入

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●サイズ： 8cm×15cm×2.5cm 3.1in×5.9in×1in重
量： 100ｇ色： 紫1個材質： タブ・ニレ粉 Machilus
powder Elm powder内容数： 3本入 ●使いやすく、持
ちやすい、火のつきやすいタイプの線香です。
Incence sticks easy to use hold and light ●JAN：
4549131252774

日用品

86416360

消臭ビーズ（約６００ｇ、ソープ
の香り）

●単価108円（税込）×24

¥2,592

●サイズ： 11cm×7cm×22cm 4.3in×2.8in×8.7in重
量： 600ｇ材質： 植物抽出物 吸水樹脂 香料 plant
extract absorbent resin fragrance内容数： 1個入 ●
消臭 Air freshener ●JAN：4549131346077

日用品

86416361

消臭ビーズ（約６００ｇ、ローズ
の香り）

●単価108円（税込）×24

¥2,592

●サイズ： 11cm×7cm×22cm 4.3in×2.8in×8.7in重
量： 600ｇ材質： 植物抽出物 吸水樹脂 香料 plant
extract absorbent resin fragrance内容数： 1個入 ●
消臭 Air freshener ●JAN：4549131346084

日用品

86416362

消臭ビーズ（約６００ｇ、ラベン
ダーの香り）

●単価108円（税込）×24

¥2,592

●サイズ： 11cm×7cm×22cm 4.3in×2.8in×8.7in重
量： 600ｇ材質： 植物抽出物 吸水樹脂 香料 plant
extract absorbent resin fragrance内容数： 1個入 ●
消臭 Air freshener ●JAN：4549131347173

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

日用品

86416363

輝ローソク ７．５号 ５本入

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●サイズ： 7.8cm×1.7cm×18.5cm 3.07in×0.66in×
7.28in重量： 28.3ｇ材質： パラフィン 綿 Paraffin
Cotton 内容数： 5個入 ●ローソク ７．５号 ５本入
Candles No7.5 5pcs ●JAN：4549131460179

日用品

86416364

輝ローソク １０号 ４本入

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●サイズ： 7.1cm×1.8cm×20.5cm 2.79in×0.7in×
8.07in重量： 38.6ｇ材質： パラフィン 綿 Paraffin
Cotton 内容数： 4個入 ●ローソク １０号 ４本入
Candles No10 4pcs ●JAN：4549131460186

文具・電気

86416379

彩り箋初回セット（什器付）

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●重量： 4260g色： なし1個材質： 紙、ポリプロピレン
Paper.PP内容数： 1個 ●彩り箋Ｎｏ．１～６が各１５冊
入りのセットです。 ●JAN：4524072104016

文具・電気

86416380

工作材料 板材４００ｘ９ｘ１２０
ｍｍ Ｂー４

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 111ｇ色： なし12個材質： 桐 Paulownia内
容数： 1個入 ●日曜大工や工作の部材としてお使い
ください You can use this product as a material for Do
it yourself work or wooden work. ●JAN：
4526324059952

文具・電気

86416381

工作材料 板材４００ｘ１２ｘ９０
ｍｍ Ｂー７

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 125ｇ色： なし12個材質： 桐 Paulownia内
容数： 1個入 ●日曜大工や工作の部材としてお使い
ください You can use this product as a material for Do
it yourself work or wooden work. ●JAN：
4526324060637

文具・電気

86416382

工作材料 板材４００ｘ１８ｘ６０
ｍｍ Ｂ－８

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 126ｇ色： なし12個材質： 桐 Paulownia内
容数： 1個入 ●日曜大工や工作の部材としてお使い
ください You can use this product as a material for Do
it yourself work or wooden work. ●JAN：
4526324060644

¥10,368

●重量： 82ｇ色： なし8個材質： 紙、綿、松、鉄
Paper Cotton Pine Iron色々価格（JAN）： なしアソート
商品（JAN）： なし内容数： 1個入 ●楽しみながら・遊
びながら
科学の不思議を学べる！
Learn while playing and having fun
Learn
about the mysteries of science ●JAN：
4526324060828

¥10,368

●重量： 55ｇ色： なし8個材質： 鉄、ポリエステル、ナ
イロン、綿、松 Iron Polyester Nylon Cotton Pine色々
価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）： なし内容数：
1個入 ●楽しみながら・遊びながら
科学の不思議を学べる！ Learn while playing and
having fun
Learn about the mysteries of
science ●JAN：4526324060880

文具・電気

文具・電気

86416383

86416384

商品画像

商品名

子ども実験シリーズ⑪アニメ
のしくみをしろう！

子ども実験シリーズ⑧塩を育
ててみよう！

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×96

●単価108円（税込）×96

商品仕様

161 / 198 ページ

DAISO 商品リスト

カテゴリ

文具・電気

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86416385

商品画像

商品名

子ども実験シリーズ⑫飛行機
を飛ばそう！

単価×入数

●単価108円（税込）×96

販売価格
（税込）

商品仕様

¥10,368

●重量： 81ｇ色： なし8個材質： 紙、松 Paper Pine
色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）： なし内容
数： 1個入 ●楽しみながら・遊びながら
科学の不思議を学べる！ Learn while playing and
having fun
Learn about the mysteries of
science ●JAN：4526324060941

¥10,368

●重量： 72ｇ色： なし8個材質： 紙、竹 Paper
Bamboo色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）：
なし内容数： 1個入 ●楽しみながら・遊びながら
科学の不思議を学べる！ Learn while playing and
having fun
Learn about the mysteries of
science ●JAN：4526324060958

86416386

子ども実験シリーズ⑬今何
時？日時計で答えよう！

文具・電気

86416387

パナソニックマンガン黒 単二
２Ｐ

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 50ｇ材質： 二酸化マンガン・カーボン・塩化
亜鉛 Manganese dioxide.carbon.zinc chloride.内容数：
2個入 ●リモコンを始め負荷電流の少ない機器におす
すめします It is recommended at apparatus with little
load current like a remote control ●JAN：
4549077313249

文具・電気

86416388

キャンバスボードＦ０サイズ（１
４０×１８０ｍｍ）３枚セット

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 170ｇ色： なし10個材質： 綿 紙 COTTON
PAPER内容数： 3枚×1個 ●油絵やアクリル画等に
最適 It is good for oil and acrylic painting ●JAN：
4549131007152

文具・電気

86416389

キャンバスボードＦ３サイズ（２
２０×２７３ｍｍ）

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 145ｇ色： なし10個材質： 綿 紙 COTTON
PAPER内容数： 1個入 ●キャンバスボードＦ３サイズ
（２２０×２７３ｍｍ） CANVAS BOARD F3 SIZE
220X273MM ●JAN：4549131007176

86416390

Ａ５ ２リングファイルＤ型（背
表紙）

¥7,776

●重量： 120ｇ色： ブルー（Ｂｌｕｅ）6個、レッド（Ｒｅｄ）6
個材質： シートの原料 ポリプロピンレン リングの原
料 スチール Sheet Polypropylene Fittings Steel内
容数： 1個入 ●書類及び文書などを保管及び整理な
どに使用 Papers and documents and store
documents ●JAN：4549131011289

¥7,776

●重量： 10ｇ色： 白（Ｗｈｉｔｅ）12個材質： ポリプロピン
レン Polypropylene内容数： 10枚入 ●Ａ４２リング及
び３０リングファイルに入れた書類及び文書などの分類
に使う A4 2-ring file and 30-ring file documents and
other classified documents used to put ●JAN：
4549131011562

¥7,776

●重量： 106ｇ色： ブルー（Ｂｌｕｅ）6個、レッド（Ｒｅｄ）6
個材質： シートの原料 ポリプロピンレン リングの原
料 ＡＢＳ Seat Polypropylene Fittings ABS内容数：
1個入 ●Ａ５ ２０穴クリアポケットを使って 書類、資
料、原稿の分類及び保管などに使用 A5 20 hole clear
pocket documents materials use and storage and
classification of manuscripts ●JAN：4549131011623

文具・電気

文具・電気

文具・電気

文具・電気

86416391

86416392

Ａ４インデックス（１０分類）

Ａ５ ２０リングファイル（背表
紙）

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×96

●単価108円（税込）×72

●単価108円（税込）×72

●単価108円（税込）×72
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

文具・電気

86416393

文具・電気

86416394

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

Ａ５ ２０穴クリアポケット３０枚
カラーライン

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 100ｇ色： 赤7個、黄色7個、青6個材質： ポ
リプロピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●Ａ５ ２
０穴クリアポケット３０枚 カラーライン A5 20-hole
clear pocket with color line ●JAN：4549131020908

¥6,048

●重量： 106ｇ色： 白（Ｗｈｉｔｅ）8個材質： シートの原
料 ポリプロピンレン リングの原料 スチール Sheet
Polypropylene Fittings Steel内容数： 1個入 ●書類
及び文書などを保管及び整理などに使用 Papers and
documents and store documents ●JAN：
4549131064148

Ａ５ ２リングファイルＤ型（ホ
ワイトシリーズ）

●単価108円（税込）×56

文具・電気

86416395

Ｂ５ Ｚファイル（背表紙）

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 130ｇ色： ブルー（Ｂｌｕｅ）6個、レッド（Ｒｅｄ）6
個材質： シートの原料 ポリプロピンレン 金具の原料
スチール Sheet Polypropylene Fittings Steel内容数：
1個入 ●書類及び文書などを保管及び整理などに使
用 Papers and documents and store documents ●
JAN：4549131064162

文具・電気

86416396

クリップスライダー 替玉２０個
入

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 56ｇ色： 半透明10個材質： スチール ＡＢＳ
ＰＯＭ Steel ABS POM内容数： 1個入 ●クリップスラ
イダー 替玉２０個入 口幅約１６ｍｍ用 Clip slider
includes 20 clips For clips with a clip width of approx.
16mm ●JAN：4549131078749

文具・電気

86416397

マット紙 典礼用はがき ３５
枚

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●サイズ： 100x148mm重量： 95ｇ材質： 紙 Paper内
容数： 1個入 ●グレーの郵便番号枠入りですので、
典礼はがきの作成に最適です。細かい文字や線を、
くっきりと鮮明に再現します。インクのニジミを防ぎ、速
乾性に優れています。 Write with the gray zip code
box suitable for ceremony postcards small text and
lines can be shown clearly with the advantage of fast
dry and no bleeds ●JAN：4549131087802

文具・電気

86416398

のし紙祝Ａ４

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 102.3ｇ色： なし1個材質： 紙 paper内容数：
1袋×25枚 ●物を送るときにのしをかけて送ります
wapping paper to japanese gift ●JAN：
4549131093193

文具・電気

86416399

のし紙祝Ｂ４

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 95.3ｇ色： なし10個材質： 紙 paper内容数：
1袋×15枚 ●物を送るときにのしをかけて送ります
wapping paper to japanese gift ●JAN：
4549131093209

¥10,800

●重量： 86ｇ色： なし1個材質： 紙 paper内容数： 1
袋×17枚 ●物を送るときにのしをかけて送ります の
し紙A4サイズ10枚 B4サイズ7枚 wapping paper to
japanese gift Seven pieces of ten pieces of gift
wrapping paper A4 size gift wrapping paper B4 size ●
JAN：4549131093216

文具・電気

86416400

のし紙 祝 Ａ４＋Ｂ４

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×100
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

文具・電気

86416401

文具・電気

86416402

商品画像

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

のし紙祝Ｂ５

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 89.9ｇ色： なし1個材質： 紙 paper内容数：
1袋×30枚 ●物を送るときにのしをかけて送ります
wapping paper to japanese gift ●JAN：
4549131093223

のし紙 祝 Ａ５

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 97ｇ色： なし1個材質： 紙 paper内容数： 1
袋×50枚 ●物を送るときにのしをかけて送ります
wapping paper to japanese gift ●JAN：
4549131093230

商品名

文具・電気

86416403

のし紙 祝Ｂ５＋Ａ５

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 80.5ｇ色： なし10個材質： 紙 Paper内容
数： 1袋35枚 ●物を送るときにのしをかけて送ります
Ａ５判20枚 Ｂ５判15枚 wapping paper to japanese gift
A5 size 20sheets B5 size 15sheets ●JAN：
4549131093247

文具・電気

86416404

のし紙仏Ｂ４

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 93ｇ色： なし1個材質： 紙 paper内容数： 1
袋×15枚 ●物を送るときにのしをかけて送ります
wapping paper to japanese gift ●JAN：
4549131093254

文具・電気

86416405

のし紙仏Ａ４

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 102.3ｇ色： なし1個材質： 紙 paper内容数：
1袋×25枚 ●物を送るときにのしをかけて送ります
wapping paper to japanese gift ●JAN：
4549131093261

文具・電気

86416406

厚めのチャック袋（書き込める
タイプ）１００×１４０ｍｍ３５枚

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 99.4ｇ色： 白white10個材質： ポリエチレン
Polyethylene内容数： 1個35枚 ●厚めのチャック袋
100×140ｍｍ３５枚 plastic zipper bags ●JAN：
4549131103885

文具・電気

86416407

Ｂ５ ２穴ファイル Ｄ型 （ビタ
ミンカラー４色アソート）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 112ｇ色： ピンク4個、イエロー2個、グリーン4
個、オレンジ2個材質： ポリプロピレン Plypropylene内
容数： 1個入 ●Ａ４サイズの書類用２穴ファイル Two
ring file for A4 size documents. ●JAN：
4549131122879

文具・電気

86416408

はがき しろ

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 3ｇ材質： 紙．延伸ポリプロピレン
Paper.Oriented polypropylene内容数： 55枚入 ●は
がき５５枚入り Post Card 55sheets ●JAN：
4549131172133

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

文具・電気

86416409

文具・電気

文具・電気

86416410

86416411

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

セクションファイル１３ポケット

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 80ｇ色： ピンク5個、イエロー5個材質： ポリ
プロピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●13ポケッ
トのセクションファイルです。 It is a expanding file with
13pockets. ●JAN：4549131175752

¥6,480

●重量： 25ｇ色： 白White12個材質： 紙 PP Paper
PP内容数： 6枚入 ●A4サイズファイル30穴または、2
穴に対応パノラマ写真最大2枚収納可能 L判写真最
大4枚収納可能 A4 Size File possible to 30Hole or
2Hole File. Panorama photos can keep maximum 2pcs.
L size photos can keep maximum 4pcs. ●JAN：
4549131180848

¥10,368

●容量： 10.5ｍｌ重量： 14.1ｇ色： なし12個材質： 水
ポリビニルアルコール ポリエチレンテレフタラート ポ
リエチレン Water Polyvinyl alcohol Polyethylene
terephthalate Polyethylene内容数： 6本入 ●シル
バー、ゴールド、赤、パープル、青、緑のグリッターペン
です。 These are glitter pens of silver gold red purple
blue and green. ●JAN：4549131190694

¥10,368

●容量： 10.5ｍｌ重量： 14.1ｇ色： なし12個材質： 水
ポリビニルアルコール ポリエチレンテレフタラート ポ
リエチレン Water Polyvinyl alcohol Polyethylene
terephthalate Polyethylene内容数： 6本入 ●イエ
ロー、オレンジ、ピンク、パープル、グリーンのパステル
グリッターのりです。 They are pastel color glitter glue
of yellow orange pink purple and green. ●JAN：
4549131190700

ファイルアルバム台紙（白）６
枚

グリッターのり１０．５ｍｌ×６本
入

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×96

86416412

グリッターのり１０．５ｍｌ×６本
入（パステル）

文具・電気

86416413

ゼムクリップ２００個（Ｒｅｔｒｏ
Ｄｒｏｐｓ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 105ｇ色： 赤6個、青4個、緑2個材質： クリッ
プ：塩化ビニル樹脂、鉄 容器：ポリプロピレン
Polyvinyl chloride Iron Polypropylene内容数： 200個入
●ゼムクリップ２００個です。 Paper Clips 200 pcs ●
JAN：4549131229646

文具・電気

86416414

マグネットバー約３０ｃｍ

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 60ｇ色： なし10個材質： ＡＢＳ樹脂、マグ
ネット ABS. MAGNET内容数： 2本入 ●３０ｃｍのマ
グネットバーです。 It is a magnet bar with 30cm. ●
JAN：4549131253290

文具・電気

86416415

Ａ４クリアポケット３０枚入

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 175ｇ材質： ポリプロピレン PP内容数： 30
枚1個 ●A4クリアポケット CLEAR POCKET ●JAN：
4549131253450

文具・電気

86416416

Ａ４名刺クリアポケット３０枚入

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 190ｇ材質： ポリプロピレン PP内容数： 1個
入 ●A4名剌クリアポケット CLEAR POCKET ●
JAN：4549131253467

文具・電気

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×96
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

文具・電気

86416417

Ａ４クリアホルダー１０枚入

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 23.3ｇ色： クリア50個材質： PP PP内容数：
10枚入 ●A4クリアホルダー 10枚入 A4 CLEAR
HOLDER ●JAN：4549131253474

文具・電気

86416418

Ａ４クリアブック ２０ポケット

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 150ｇ材質： ポリプロピレン PP内容数： 1個
入 ●A4クリアブック 20ポケット CLEAR BOOK A4
●JAN：4549131254365

文具・電気

86416419

Ｂ５クリアブック ４０ポケット

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 156ｇ材質： ポリプロピレン PP内容数： 1個
入 ●B5クリアブック 40ポケット CLEAR BOOK B5
●JAN：4549131254372

文具・電気

86416420

Ｂ５クリアブック ２０ポケット

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 115ｇ材質： ポリプロピレン PP内容数： 1個
入 ●B5クリアブック 20ポケット CLEAR BOOK B5
●JAN：4549131254389

文具・電気

86416421

エアマット（１２０＊１２０ｃｍ）

●単価108円（税込）×28

¥3,024

●重量： 74.4ｇ材質： ポリエチレン polyethylene内容
数： 1個入 ●切って使える can be cut into various
sizes ●JAN：4549131254471

文具・電気

86416422

エアマット（３０×３０ｃｍ．１２
枚）

●単価108円（税込）×28

¥3,024

●重量： 4.3ｇ色： 透明28個材質： ポリエチレン
polyethylene内容数： 12枚入 ●小物の梱包 for
wrapping small articles ●JAN：4549131254488

文具・電気

86416423

クッションシート（３０×３０ｃ
ｍ．２０枚）

●単価108円（税込）×36

¥3,888

●重量： 2.2ｇ色： 白色 12個材質： 高発泡ポリエチ
レン polyethylene内容数： 20枚入 ●小物の梱包
for wrapping small articles ●JAN：4549131254501

文具・電気

86416424

ＭＤＦ材（約３００×２００×６．
０ｍｍ）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 210ｇ色： イエロ― YELLOW12個材質： 松
の木 Pine tree内容数： 1個入 ●工作、飾り台、棚、
ボックスにご使用ください。 Use in a handicraft
ornamental stand shelf box ●JAN：4549131261646

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

166 / 198 ページ

DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

文具・電気

86416425

ＭＤＦ材（約１００×１００×６．
０ｍｍ）６枚

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 210ｇ色： イエロ― YELLOW12個材質： 松
の木 Pine tree内容数： 6枚×1個 ●工作、飾り台、
棚、ボックスにご使用ください。 Use in a handicraft
ornamental stand shelf box ●JAN：4549131261660

文具・電気

86416426

ＧＰマンガン黒 単四１０Ｐ

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 8.6ｇ色： 黒100個材質： 亜鉛、二酸化マン
ガン、黒鉛、塩化亜鉛 zinc.manganese
dioxide.graphite.zinc chloride内容数： 10本入 ●マン
ガン乾電池黒 単四形 黒マンガンは赤マンガンより長
持します ●JAN：4549131269314

商品画像

商品仕様

文具・電気

86416427

ラミネートフィルム カード＆診
察券サイズ ７０枚入

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 112ｇ材質： ポリエステル0.1mm Polyester
内容数： 70枚×1個 ●書類や写真などを汚れ、傷や
水滴から保護します。フイルムが密着する事で原稿の
色が鮮やかになります。 This product protects your
documents and photos from dirt scratching or moisture
The colors of your documents or photos become vivid
when the film is neatly applied ●JAN：4549131269802

文具・電気

86416428

ぬりえ いろんな自動車

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 100ｇ色： いろんな自動車10個材質： 紙 鉄
（製品金具） PAPER STEEL内容数： 1個入 ●いろん
な自動車のぬりえです。 32ページ 車のシール付
The drawing for coloring of various cars. It is with the
seal of 32 pages of cars. ●JAN：4549131278255

文具・電気

86416429

Ａ４ クリアブック ２０ポケット
半透明

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 150ｇ色： クリア16個材質： ポリプロピレン
PP内容数： 1個入 ●Ａ４サイズ対応20ポケットクリア
ブックです。 A4CLEARBOOK20POCKET ●JAN：
4549131288636

文具・電気

86416430

Ａ４ Ｚファイル 半透明

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 120ｇ色： クリア10個材質： ポリプロピレン
スチール PP STEEL内容数： 1個入 ●Ａ４サイズ対
応Ｚファイルです。 A4 Z FILE ●JAN：4549131288643

文具・電気

86416431

Ａ４ ２リングファイル 半透明

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 110ｇ色： クリア10個材質： ポリプロピレン
スチール PP STEEL内容数： 1個入 ●Ａ４サイズ対
応２リングファイルです。 A4 2RING FILE ●JAN：
4549131288650

文具・電気

86416432

Ａ４ ３０リングファイル 半透
明

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 125ｇ色： クリア10個材質： ポリプロピレン
ABS樹脂 PP ABS内容数： 1個入 ●Ａ４サイズ対応
30リングファイルです。 A4 30RING FILE ●JAN：
4549131288667

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

文具・電気

86416433

Ａ５ Ｗリングクラフト表紙ノー
ト８０枚

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 200ｇ色： なし10個材質： 紙 鉄 Paper iron
内容数： 80枚×1個 ●Ａ５ Ｗリングクラフト表紙８０
枚です。 note ●JAN：4549131291780

文具・電気

86416434

Ａ５ ２０リングファイル （半透
明）

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 82ｇ色： クリア10個材質： ポリプロピレン
ABS樹脂 PP ABS内容数： 1個入 ●Ａ5サイズ対応
20リングファイルです。 A5 20RING FILE ●JAN：
4549131294873

文具・電気

86416435

Ｂ５クリアブック２０Ｐ ＦＩＣＨＩＥ
Ｒ ＧＬＯＳＳＹ

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 113ｇ色： ブルー blue20個材質： ポリプロピ
レン polypropylene内容数： 1個入 ●書類の整理に
最高です It is best in arrangement of a document ●
JAN：4549131297072

文具・電気

86416436

Ｂ５クリアブック２０Ｐ ＦＩＣＨＩＥ
Ｒ ＧＬＯＳＳＹ黄

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 113ｇ色： 黄色 yellow20個材質： ポリプロピ
レン polypropylene内容数： 1個入 ●書類の整理に
最高です It is best in arrangement of a document ●
JAN：4549131297089

¥10,800

●重量： 21.5ｇ色： 無し10個材質： 鉄 Iron内容数：
3個入 ●スタンダードなクリップです。事務用の他にも
いろいろな職場や家庭で愛用されています。イエロー１
個、ライトグリーン１個、ブルー１個 It is standaed clip
It is used as well as office work use in various places
of work and families Yellow1pcs LightGreen1pcs
Blue1pcs ●JAN：4549131302905

文具・電気

86416437

商品画像

カラー目玉クリップ ６５ｍｍ
３個入

●単価108円（税込）×100

文具・電気

86416438

カラー目玉クリップ ４０ｍｍ
６個入

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 7.8ｇ色： 無し10個材質： 鉄 Iron内容数： 6
個入 ●スタンダードなクリップです。事務用の他にもい
ろいろな職場や家庭で愛用されています。イエロー１
個、レッド１個、ブラウン１個、グリーン１個、ブルー２個
It is standaed clip It is used as well as office work use
in various places of work and families Yellow1pcs
Red1pcs Brown1pcs Green1pcs Blue2pcs ●JAN：
4549131302929

文具・電気

86416439

オーディオカセットテープ １０
分×１巻 ノーマル

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 48ｇ色： 乳白色10個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●オーディオカセット
テープ 10分 ノーマル Audio cassette tape 10 min.
Normal position ●JAN：4549131303735

文具・電気

86416440

オーディオカセットテープ ６０
分×１巻 ノーマル

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 54ｇ色： 乳白色10個材質： ポリプロピレン
Polypropylene内容数： 1個入 ●オーディオカセット
テープ ６０分 ノーマル Audio cassette tape 60 min.
Normal position ●JAN：4549131303742

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

文具・電気

86416441

下敷グリーン色

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●重量： 31.6ｇ色： なし6個材質： ポリエステル100％
polyester100pac内容数： 1個入 ●書道用の下敷 緑
色 寸法38ｘ28ｃｍ 重量28ｇ desk pad for calligraphy
green saiz 38x28cm weight 28g ●JAN：
4549131305180

文具・電気

86416442

カッターマット（２２５×１５０ｍ
ｍ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 98ｇ材質： PVC PVC内容数： 1個入 ●
カッターマット-225×150mm Cutting mat-225mm×
150mm ●JAN：4549131308365

文具・電気

86416443

Ａ７Ｗリングメモ（ＳＴＵＤＩＥＵ
Ｘ）方眼８０枚２冊

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 39ｇ色： なし10個材質： 紙 paper内容数：
3個入 ●3色メモのセット this is a set of 3 colors
memo ●JAN：4549131309638

文具・電気

86416444

Ａ７Ｗリングメモ（ＳＴＵＤＩＥＵ
Ｘ）無地８０枚２冊

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 39ｇ色： なし10個材質： 紙 paper内容数：
3個入 ●3色メモのセット this is a set of 3 colors
memo ●JAN：4549131309645

文具・電気

86416445

Ａ７ロングＷリングメモ（ＳＴＵＤ
ＩＥＵＸ）３５枚４冊

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 43ｇ色： なし10個材質： 紙 ポリプロピレン
paper polypropylene内容数： 3個入 ●35枚メモ4冊組
this is a seto of 4 memos which has 35 sheets ●
JAN：4549131309652

文具・電気

86416446

ＣＤケース グリッターカラー
２０ポケット

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 160ｇ色： シルバー4個、ゴールド3個、ピンク
5個材質： 塩化ビニル樹脂30％ 不織布（ポリエステ
ル）70％ PVC 30pct Non woven polyester 70pct内容
数： 1個入 ●CDケース グリッターカラー CD CASE
●JAN：4549131309706

文具・電気

86416447

Ｂ７リフィル・②ウィークリー

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 79ｇ色： なし10個材質： 紙 PAPER内容数：
110枚×1個 ●B7サイズのウィークリーリフィル です。
It is B7 size weekly refill. ●JAN：4549131310900

文具・電気

86416448

Ｂ７リフィル・③罫線メモ

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 110ｇ色： なし10個材質： 紙 PAPER内容
数： 150枚×1個 ●B7サイズの罫線メモリフィルで
す。 It is B7 size ruled memo refill. ●JAN：
4549131310917

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

文具・電気

86416449

文具・電気

文具・電気

文具・電気

商品画像

商品名

画用紙８つ切り１５枚入り

86416450

メッシュバスケット（約２２×７．
５×５ｃｍ）Ｋ６８

86416451

メッシュペンスタンドＢ角型（約
８×８×１０ｃｍ）Ｋ６８

86416452

メッシュペンスタンドＣ筒型（約
Φ９×１０ｃｍ）Ｋ６８

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 15.9ｇ色： なし10個材質： 紙 Paper内容
数： 15枚入 ●学童が絵を書いたり工作の材料とする
画用紙 Drawing paper for school children to the
material of the work or writing a picture ●JAN：
4549131311549

¥7,776

●重量： 140ｇ色： オフホワイト5個、ブラウン5個、レッ
ド2個材質： 鉄 Ironアソート商品（JAN）： オフホワイト
5pcs 、ブラウン 5pcs、レッド 2pcs Off-white 5pcs
Brown 5pcs Red 2pcs内容数： 1個入 ●筆記具の整
理に For organize the writing instrument. ●JAN：
4549131311624

¥10,368

●重量： 57ｇ色： オフホワイト5個、ブラウン5個、レッ
ド2個材質： 鉄 Ironアソート商品（JAN）： オフホワイト
5pcs 、ブラウン 5pcs、レッド 2pcs Off-white 5pcs
Brown 5pcs Red 2pcs内容数： 1個入 ●筆記具の整
理に For organize the writing instrument ●JAN：
4549131311648

¥10,368

●重量： 60ｇ色： オフホワイト5個、ブラウン5個、レッ
ド2個材質： 鉄 Ironアソート商品（JAN）： オフホワイト
5pcs、ブラウン 5pcs、レッド 2pcs Off-white 5pcs
Brown 5pcs Red 2pcs内容数： 1個入 ●筆記具の整
理に For organize the writing instrument. ●JAN：
4549131311655

●単価108円（税込）×72

●単価108円（税込）×96

●単価108円（税込）×96

文具・電気

86416453

メッシュバスケット（マグネット
付）浅型長方形Ｋ６８

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 75ｇ色： オフホワイト5個、ブラウン5個、レッ
ド2個材質： 鉄、マグネット Iron. Magnetアソート商品
（JAN）： オフホワイト 5pcs 、ブラウン 5pcs、レッド
2pcs Off-white 5pcs Brown 5pcs Red 2pcs内容数： 1
個入 ●筆記具の整理に For organize the writing
instrument. ●JAN：4549131311679

文具・電気

86416454

Ｂ４ ＭＤＦ クリップボード横

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 288ｇ材質： MDF板 金属クリップ MDF
Board Metal clip内容数： 1個入 ●自然木を配合した
環境に優しいMDF素材 CLIOBOARD ●JAN：
4549131319989

文具・電気

86416455

Ｂ４ ＭＤＦ クリップボード縦

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 288ｇ材質： MDF板 金属クリップ MDF
Board Metal clip内容数： 1個入 ●自然木を配合した
環境に優しいMDF素材 CLIOBOARD ●JAN：
4549131319996

文具・電気

86416456

Ａ４ ＭＤＦ クリップボード横

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 220ｇ材質： MDF板 金属クリップ MDF
Board Metal clip内容数： 1個入 ●自然木を配合した
環境に優しいMDF素材 CLIOBOARD ●JAN：
4549131320008

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

170 / 198 ページ

DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

文具・電気

86416457

Ａ４ ＭＤＦ クリップボード縦

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 220ｇ材質： MDF板 金属クリップ MDF
Board Metal clip内容数： 1個入 ●自然木を配合した
環境に優しいMDF素材 CLIOBOARD ●JAN：
4549131320015

文具・電気

86416458

ぬりえ たのしく ひらがな

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 100ｇ色： 水色表紙10個材質： 紙 鉄 製本
金具 Paper Steel Staple内容数： 1個入 ●たのしくま
なべる 知育ぬりえ 本文 32ページ できたねシール
付 Fun and leam educatioal coloring book 32page
eith seal ●JAN：4549131327670

文具・電気

86416459

Ａ４ファイルボックス ブルー

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 180ｇ色： 無6個材質： 紙 Paper内容数： 1
個入 ●A4ファイルボックスブルーです。 File Box -A4
- Blue- ●JAN：4549131327762

文具・電気

86416460

Ａ４ファイルボックス レッド

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 180ｇ色： 無6個材質： 紙 Paper内容数： 1
個入 ●A4ファイルボックスレッドです。 File Box -A4
- Red- ●JAN：4549131327786

文具・電気

86416461

Ａ４ファイルボックス オフホワ
イト

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 160ｇ色： 無10個材質： 紙 Paper内容数：
1個入 ●A4ファイルボックスオフホワイトです。 File
Box -A4 - Off-white- ●JAN：4549131327793

文具・電気

86416462

Ａ４ファイルボックス ブラウン

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 160ｇ色： 無10個材質： 紙 Paper内容数：
1個入 ●A4ファイルボックスブラウンです。 File Box A4 - Brown- ●JAN：4549131327809

文具・電気

86416463

Ａ４ファイルボックス ブラック

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 160ｇ色： 無10個材質： 紙 Paper内容数：
1個入 ●A4ファイルボックスブラックです。 File Box A4 - Black- ●JAN：4549131327816

文具・電気

86416464

麻ひも ６０Ｍ×３巻

●単価108円（税込）×54

¥5,832

●重量： 70ｇ材質： 黄麻 Jute内容数： 3個入 ●材
質 黄麻 material jute ●JAN：4549131332193

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

文具・電気

86416465

麻ひも 約１２０Ｍ

●単価108円（税込）×54

¥5,832

●重量： 190ｇ材質： 黄麻 Jute内容数： 1個入 ●
材質 黄麻 material jute ●JAN：4549131332209

文具・電気

86416466

折紙 小 １６０枚（ねこ）

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●重量： 133ｇ色： なし10個材質： 紙 paper内容数：
160枚1個 ●１８色 金・銀入り 計１６０枚 18 Color
Total 160 Sheets ●JAN：4549131335330

文具・電気

86416467

和風ちよがみ１００枚（１）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 1.5ｇ色： なし10個材質： 紙 paper内容数：
100枚入 ●４柄×各２５枚 計１００枚 4 pattern Each
25 Sheets Total 100 Sheets ●JAN：4549131335361

文具・電気

86416468

和風ちよがみ１００枚（２）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 1.5ｇ色： なし10個材質： 紙 paper内容数：
100枚入 ●４柄×各２５枚 計１００枚 4 pattern Each
25 Sheets Total 100 Sheets ●JAN：4549131335378

文具・電気

86416469

デザインちよがみ（ＳＷＥＥＴ）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 1.5ｇ色： なし10個材質： 紙 paper内容数：
100枚入 ●４柄×各２５枚 計１００枚 4 pattern Each
25 Sheets Total 100 Sheets ●JAN：4549131335507

文具・電気

86416470

デザインちよがみ（ＳＴＲＩＰＥ）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 1.5ｇ色： なし10個材質： 紙 paper内容数：
100枚入 ●４柄×各２５枚 計１００枚 4 pattern Each
25 Sheets Total 100 Sheets ●JAN：4549131335514

文具・電気

86416471

デザインちよがみ（ＦＬＯＷＥ
Ｒ）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 1.5ｇ色： なし10個材質： 紙 paper内容数：
100枚入 ●４柄×各２５枚 計１００枚 4 pattern Each
25 Sheets Total 100 Sheets ●JAN：4549131335538

文具・電気

86416472

デザインちよがみ（ＣＨＥＣＫ）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 1.5ｇ色： なし10個材質： 紙 paper内容数：
100枚入 ●５色×各２０枚 計１００枚 5 Color Each
20 Sheets Total 100 Sheets ●JAN：4549131335545

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

商品仕様
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DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

文具・電気

86416473

デザインちよがみ（ＤＯＴ）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 1.5ｇ色： なし10個材質： 紙 paper内容数：
100枚入 ●５色×各２０枚 計１００枚 5 Color Each
20 Sheets Total 100 Sheets ●JAN：4549131335552

文具・電気

86416474

モクモリちよがみ

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 1.5ｇ色： なし10個材質： 紙 paper内容数：
100枚入 ●４色×各２５枚 計１００枚 4 Color Each
25 Sheets Total 100 Sheets ●JAN：4549131335569

文具・電気

86416475

クラフト＆ホワイトパターン

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 1.5ｇ色： なし10個材質： 紙 paper内容数：
100枚入 ●４柄×各２５枚 計１００枚 4 pattern Each
25 Sheets Total 100 Sheets ●JAN：4549131335576

文具・電気

86416476

アルカリ乾電池単二形 １本
入

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 72ｇ色： 赤80個材質： ステンレス 銅
stainless copper内容数： 1個入 ●大きな電力が必要
な機器に 適します For everday use in household
products. We recommend for higher drain applications.
●JAN：4549131336740

文具・電気

86416477

Ａ５クリアポケット３０枚入

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 4ｇ色： なし8個材質： ポリプロピレン
polypropylene内容数： 30枚入 ●30枚入りのクリアポ
ケット It has 30 pieces clear pockets. ●JAN：
4549131338355

文具・電気

86416478

Ａ６ハードカバーノート１００枚
クッションタイプ（アザラシ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 128ｇ色： 無12個材質： 紙 Paper内容数：
100枚×1個 ●A6サイズ アザラシのノート100枚で
す。 Hardcover Notebook -A6 - 100 Pages Cushioned - Seal- ●JAN：4549131339789

文具・電気

86416479

Ａ６ハードカバーノート１００枚
クッションタイプ（ウサギ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 128ｇ色： ホワイト6個、ピンク6個材質： 紙
Paper内容数： 100枚×1個 ●A6サイズ ウサギの
ノート100枚です。 Hardcover Notebook -A6 - 100
Pages - Cushioned - Rabbit- ●JAN：4549131339826

文具・電気

86416480

Ａ６ハードカバーノート１００枚
クッションタイプ（犬）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 128ｇ色： ブルー8個、イエロー4個材質： 紙
Paper内容数： 100枚×1個 ●A6サイズ 犬のノート
100枚です。 Hardcover Notebook -A6 - 100 Pages Cushioned - Dog- ●JAN：4549131339833

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

文具・電気

86416481

Ａ４ファイルボックス（Ｍｅｏｗ
ＭＥ）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 180ｇ色： 無10個材質： 紙 paper内容数：
1個入 ●Ａ４ファイルボックスです。 File Box -A4- ●
JAN：4549131343182

文具・電気

86416482

２穴パンチ コンパクトタイプ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 116ｇ色： 白8個、黒8個材質： ポリエチレン
鉄 PE Iron内容数： 1個入 ●2穴パンチ コンパクトタ
イプです。 2-Hole Punch -Compact- ●JAN：
4549131346695

文具・電気

86416483

Ａ４ファイルバッグ クリア

●単価108円（税込）×36

¥3,888

●重量： 127ｇ色： 白色36個材質： ポリプロピレン
PP内容数： 1個入 ●書類かばん。装紙の使用。
Document case for holding papers. ●JAN：
4549131346800

文具・電気

86416484

Ａ４仕切り付書類ケース（ブ
ルー）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 117ｇ材質： ポリプロピレン PP内容数： 1個
入 ●書類かばん Document file for holding papers.
●JAN：4549131347357

文具・電気

86416485

Ａ４仕切り付書類ケース（クリ
ア）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 117ｇ材質： ポリプロピレン PP内容数： 1個
入 ●書類かばん Document file for holding papers.
●JAN：4549131347364

文具・電気

86416486

どこ？どこ？かたち

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●サイズ： 14×14×1.2cm重量： 130ｇ材質： 紙
Paper内容数： 1個入 ●子供向けの絵本です。 It is
a book for kids. ●JAN：4549131351019

文具・電気

86416487

いろのえほん

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●サイズ： 14×14×1.2cm重量： 130ｇ材質： 紙
Paper内容数： 1個入 ●子供向けの絵本です。 It is
a book for kids. ●JAN：4549131351033

文具・電気

86416488

Ａ６Ｗリングノート１２０枚 縦
型（Ｍｅｏｗ ＭＥ）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 165ｇ色： 無10個材質： 紙 鉄 Paper Iron
内容数： 1個入 ●Ａ６Ｗリングノート１２０枚 縦型で
す。 Spiral Notebook -A6 - 120 Pages - Vertical- ●
JAN：4549131351170

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

文具・電気

86416489

商品画像

商品名

Ａ４Ｚファイル

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●重量： 142ｇ色： なし9個材質： ポリプロピレン 鉄
polypropylene iron内容数： 1個入 ●Ａ４サイズのＺ
ファイルです。 It is a Z file of A4 size. ●JAN：
4549131355086

文具・電気

86416490

ＣＤ・ＤＶＤホルダー１６ポケット
ｘ２冊

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 60ｇ色： クリア12個材質： 不織布-ポリプロ
ピレン100％ NONWOVEN CLOTH-PP 100pct内容数：
2個入 ●ＣＤ ＤＶＤを入れるホルダーです。総重量120
ｇ-カバー34ｇｘ1、ＣＤホルダー１冊43ｇｘ2 CDDVD
HOLDER TOTAL WEIGHT-COVER 34gX1 CD 1
HOLDER 43gX2 ●JAN：4549131356915

文具・電気

86416491

Ａ４クリアブック２０ポケット（Ｓ
ＴＩＬＥ ＣＬＡＳＳＩＣＯ）

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 140ｇ色： レッド9個、ネイビー9個材質： ポリ
プロピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●Ａ４クリア
ブック２０ポケットです。 Plastic Pocket Folder -A4 20 Pockets - ●JAN：4549131357097

文具・電気

86416492

Ａ４クリアブック２０ポケット（Ｂ
ＡＳＩＣ ＴＯＮＥ）

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 140ｇ色： グレー×ブラック4個、ベージュ×
ブラック4個、オフホワイト×ブラック4個材質： ポリプロ
ピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●Ａ４クリアブッ
ク２０ポケットです。 Plastic Pocket Folder -A4 - 20
Pockets- ●JAN：4549131357103

¥10,368

●サイズ： 19.4cm×5.2cm×2.7cm 7.6in×2in×1.1in
重量： 63ｇ色： 青3個材質： ABS樹脂、スチール、
銅、PVC、EVA ABS resin Steel Copper PVC EVA内
容数： 1個入 ●幅約５５mm-７５mmの機種に対応
For devices approx. 55mm -75mm -2.2inch -3inchwide models. ●JAN：4549131357974

文具・電気

86416493

スマホスタンド三脚タイプＫ８１
４

●単価108円（税込）×96

文具・電気

86416494

ＬＥＤイルミネーションライト

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 55ｇ色： 白12個材質： 本体：ポリプロピレ
ン、ファイバー：ポリスチレン Body PP Fiber PS内容
数： 1個入 ●電池別売。アルカリ電池・マンガン電池
（１．５V）単三電池×３本使用 点灯パターンは、レッ
ド・グリーン・パープルの３色全灯・グラデーション点灯
の２通りです。 Batteries sold separately Uses 3 AA
alkaline or manganese batteries -1.5V- Lighting
Patterns are Red green and purple 3 color gradation
lighting ●JAN：4549131358049

文具・電気

86416495

ＤＡＩＳＯ＆Ｓアルカリ乾電池単
四形５本入り

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 12.2ｇ色： 無し80個材質： 鉄、亜鉛粉、マン
ガン粉他 Steel Zinc Powder Manganese Powder etc
内容数： 5本入 ●アルカリ乾電池 単4形 Alkaline
Battery AAA LR03 ●JAN：4549131358186

文具・電気

86416496

両面ホワイトボード

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 140ｇ材質： MDF MDF内容数： 1個入 ●
両面ホワイトボード Double sided whiteboard ●JAN：
4549131362664

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

文具・電気

86416497

Ａ４セクションファイル４ポケッ
ト

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●重量： 130ｇ色： ブルー4個、イエロー3個、ミックス3
個、白5個材質： ポリプロピレン Polypropylene内容
数： 1個入 ●Ａ４セクションファイル４ポケットです。 It
is file case. ●JAN：4549131371314

文具・電気

86416498

水彩絵の具 ６ｍｌ×１２色

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●容量： 72ｍｌ重量： 130ｇ色： 無12個材質： ポリエ
チレン 顔料 水 安定剤 PE Paints Water Stabilizer内
容数： 12個×1個 ●水彩絵の具 ６ｍｌ×１２色です。
Watercolors -6ml - 0.2fl oz - 12 Colors- ●JAN：
4549131372496

文具・電気

86416499

Ａ６ リングクラフトデザイン
ノート ８０枚

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 132ｇ色： カメラ6個、タイプライター6個材質：
紙 鉄 paper Iron内容数： 80枚×1個 ●Ａ６ リングク
ラフトデザインノート ８０枚です。 Spiral Notebook Craft Design - A6 - 80 Pages- ●JAN：
4549131372571

文具・電気

86416500

Ａ６メモパッド４０枚＋４０枚
（両面タイプ）バンド付

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 137ｇ材質： 白紙、クラフト紙 paper brown
paper内容数： 1個入 ●Ａ６メモパッド４０枚＋４０枚
（両面タイプ）バンド付です。 Memo Pad -A6 - Two
sets of 40 Pages - Double Sided - With Band-. ●
JAN：4549131372625

文具・電気

86416501

ＤＡＩＳＯ＆Ｓアルカリ乾電池単
二１Ｐ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 72ｇ色： なし96個材質： 鉄、亜鉛粉、マンガ
ン粉 他 steal can zinc power manganese powder
others内容数： 1個入 ●アルカリ乾電池単2形
Alkaline Battery LR14 ●JAN：4549131375121

文具・電気

86416502

Ｂ６リングメモ（レインボー柄Ｐ
Ｐ）８０枚

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 153ｇ材質： 紙 ＰＰ PAPER PP内容数： 80
枚1個 ●内容を記録する文具商品 Ｆｏｒ ｔｈｅ ｒｅｃｏｒｄ
Ｓｔａｔｉｏｎｅｒｙ． ●JAN：4549131378054

文具・電気

86416503

Ａ７リングメモ（チェック柄ＰＰ）
２冊

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 53ｇ色： 青（blue）5個、ピンク（PINK）5個材
質： 紙 鉄 ＰＰ PAPER STEEL PP内容数： 80枚2個
●内容を記録する文具商品 Ｆｏｒ ｔｈｅ ｒｅｃｏｒｄ Ｓｔａｔｉ
ｏｎｅｒｙ． ●JAN：4549131378795

文具・電気

86416504

Ａ４ファイルボックス（ＳＴＩＬＥ
ＣＬＡＳＳＩＣＯ）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 180ｇ色： レッド5個、ネイビー5個材質： 紙
paper内容数： 1個入 ●A4ファイルボックスです。
File Box -A4 - ●JAN：4549131380040

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

176 / 198 ページ

DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

文具・電気

86416505

Ａ４Ｗリングノートクラフト表紙
５０枚

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 272ｇ材質： クラフト紙 紙 craft paper
paper内容数： 50枚1個 ●A4 Wリングノート クラフト
表紙 A4 W ring note book craft ●JAN：
4549131382372

文具・電気

86416506

Ｂ５Ｗリングノートクラフト表紙
６０枚

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 200ｇ材質： クラフト紙 紙 craft paper
paper内容数： 60枚1個 ●B5 Wリングノート クラフト
表紙 B5 W ring note book craft ●JAN：
4549131382389

文具・電気

86416507

Ａ５Ｗリングノートクラフト表紙
８０枚

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 130ｇ材質： クラフト紙 紙 craft paper
paper内容数： 80枚1個 ●A5 Wリングノート クラフト
表紙 A5 W ring note book craft ●JAN：
4549131382396

文具・電気

86416508

Ａ６デコメモ（４０枚）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 134ｇ色： 白（ｗｈｉｔｅ）5個、クラフト（ｋｒａｆｔ）5個
材質： 紙 ＰＰ PAPER内容数： 40枚1個 ●内容を
記録する文具商品 Ｆｏｒ ｔｈｅ ｒｅｃｏｒｄ Ｓｔａｔｉｏｎｅｒｙ．
●JAN：4549131382570

商品画像

文具・電気

86416509

ぬりえ どうぶつがいっぱい

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 100ｇ色： 動物柄10個材質： 本体 紙 製本
金具 鉄 Paper Steel Staple内容数： 1個入 ●５０種
類のどうぶつが塗れます。 本文３２ページ どうぶつ
のシール 付 50 Kinds of animals are waiting for your
coloring 32page with seal ●JAN：4549131382587

文具・電気

86416510

ぬりえ いぬがいっぱい

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 100ｇ色： いぬ柄10個材質： 本体 紙 製本
金具 鉄 Paper Steel Staple内容数： 1個入 ●26種
類の犬が塗れます。 本文３２ページ いぬのシール
付 26 Kinds of dogs are waiting for your coloring
32page with seal ●JAN：4549131382594

文具・電気

86416511

ぬりえ いろんなおしごと 女
の子

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 100ｇ色： 女の子柄10個材質： 本体 紙 製
本金具 鉄 Paper Steel Staple内容数： 1個入 ●28
種類の職業が塗れます。 本文３２ページ おまけの
シール 付 26 Kinds of jobs are waiting for your
coloring 32page with seal ●JAN：4549131382600

文具・電気

86416512

Ａ６ＷリングノートＰＰポケット
付８０枚

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 120ｇ色： なし10個材質： ポリプロピレン ス
チール 紙 polypropylene steel paper内容数： 80枚×
1個 ●メモに最適です。 Suitable for notes. ●JAN：
4549131389203

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

文具・電気

86416513

Ｂ５無線ノート自然シリーズ４
８枚

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 165ｇ色： コルク4個、小石4個、芝4個材質：
紙 paper内容数： 48枚×1個 ●メモに最適です。
Suitable for notes. ●JAN：4549131389210

文具・電気

86416514

Ｂ５無線ノート犬シリーズ４８
枚

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 165ｇ色： 犬16個、犬26個材質： 紙 paper
内容数： 48枚×1個 ●メモに最適です。 Suitable for
notes. ●JAN：4549131389227

文具・電気

86416515

Ｂ５無線ノート写真シリーズ４
８枚

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 165ｇ色： ランプ4個、カメラ4個、タイプライ
ター4個材質： 紙 paper内容数： 48枚×1個 ●メモ
に最適です。 Suitable for notes. ●JAN：
4549131389234

文具・電気

86416516

Ａ５無線ノート動物イラスト６４
枚

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 145ｇ色： なし10個材質： 紙 paper内容数：
64枚×1個 ●メモに最適です。 Suitable for notes.
●JAN：4549131389258

文具・電気

86416517

Ａ５無線ノート文具イラスト６４
枚

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 145ｇ色： なし10個材質： 紙 paper内容数：
64枚×1個 ●メモに最適です。 Suitable for notes.
●JAN：4549131389265

文具・電気

86416518

脚が曲がる三脚スマートフォ
ンミニスタンド（横置き）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●サイズ： 12cm×26cm×2cm 4.72in×10.23in×
0.78in重量： 70ｇ色： 黒6個、白6個材質： ABS樹脂、
スチール ABS steel内容数： 1個入 ●スマートフォ
ン、デジカメ用三脚スタンド Smartphone and digital
camera tripod stand ●JAN：4549131390254

文具・電気

86416519

梱包用テープ テープカッター
付き

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 108ｇ材質： OPP ポリエチレン ABS樹脂
鉄 OPP PE ABS Iron内容数： 1個入 ●梱包用テー
プ テープカッター付き Packing Tape and Tape Cutter
●JAN：4549131395167

文具・電気

86416520

Ｂ５無線ノート猫シリーズ４８
枚

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 165ｇ色： 猫16個、猫26個材質： 紙 paper
内容数： 48枚×1個 ●メモに最適です。 Suitable for
notes. ●JAN：4549131395532

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

商品仕様
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

文具・電気

86416521

ＣＤケース２４ポケット（Ｅｎｔｗｉｃ
ｋｌｕｎｇ）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 125.5ｇ色： Red5個、blue5個材質： 塩化ビ
ニル樹脂、ポリプロピレン、紙 PVC PP PAPER内容
数： 1個入 ●ＣＤホルダー To holder the CD ●
JAN：4549131399851

文具・電気

86416522

シンプルブラックボード Ａ４
２９．７ｘ２１ｃｍ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 155ｇ材質： MDF MDF内容数： 1個入 ●
直射日光 高温多湿の場所は避けてください。 Do not
store in a place subject to direct sunlight or high
temperature and humidity. ●JAN：4549131404104

文具・電気

86416523

粘着タック８５ｇ

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 85ｇ材質： ブチルゴム Butyl Ruber内容数：
1枚入 ●メモなどに付けて壁に貼れます。 For
posting memos and notes ●JAN：4549131408096

文具・電気

86416524

デザインダクトテープ（５ｍ）

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 75ｇ材質： 布 ポリエチレンフィルム 紙
Cloth Polyethylene film Paper内容数： 1個入 ●デザ
インダクトテープ（５ｍ） DESIGNED DUCTTAPE ●
JAN：4549131411119

文具・電気

86416525

ミニホチキス テープセット

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 60ｇ色： クリアブラック6個、ホワイト6個材
質： ポリプロピレン ABS樹脂 鉄 PP ABS Iron内容
数： 1個入 ●ミニホチキス テープセット MINI
STAPLER AND TAPE SET ●JAN：4549131411140

文具・電気

86416526

クリアポケットＢ４ １０枚

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 79.8ｇ色： 透明 transparent10個材質： ポリ
プロピレン polypropylene内容数： 10枚×1個 ●Ｂ４
書類が入るサイズ This size accommodates B4-size
documents. ●JAN：4549131415537

¥10,800

●重量： 79.2ｇ色： 透明 transparent10個材質： ポリ
プロピレン polypropylene内容数： 15枚×1個 ●Ａ４
書類がゆったり入るサイズ This file has enough space
to accommodate A4-size documents. ●JAN：
4549131415544

¥10,368

●重量： 71.5ｇ色： 濃いブルー4個、薄いブルー2個、
グリーン2個材質： ポリプロピレン EVA樹脂 AS樹脂
ポリカーボネート、油性インキ PP EVA AS PC OIL
BASE INK内容数： 1個入 ●油性ボールペン（スタンド
付） Oil-based Ballpoint Pen -With Stand- ●JAN：
4549131420104

文具・電気

文具・電気

86416527

86416528

商品画像

クリアポケットＡ４ワイド １５枚

油性ボールペン（スタンド付）

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×100

●単価108円（税込）×96

商品仕様
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

文具・電気

86416529

Ａ６綴じノート８０枚ジグザグ
（Ｋｌｅｉｎｅｓ Ｇｌｕｃｋ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 127.5ｇ材質： 紙 Paper内容数： 80枚×1個
●Ａ６サイズ綴じノートです。 It is a Notebooks A6. ●
JAN：4549131427790

文具・電気

86416530

Ａ６綴じノート８０枚ドット（Ｋｌｅｉ
ｎｅｓ Ｇｌｕｃｋ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 127.5ｇ材質： 紙 Paper内容数： 80枚×1個
●Ａ６サイズ綴じノートです。 It is a Notebooks A6. ●
JAN：4549131427806

文具・電気

86416531

Ａ６綴じノート８０枚プレーン（Ｋ
ｌｅｉｎｅｓ Ｇｌｕｃｋ）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 127.5ｇ材質： 紙 Paper内容数： 80枚×1個
●Ａ６サイズ綴じノートです。 It is a Notebooks A6. ●
JAN：4549131427813

文具・電気

86416532

Ａ６ＷリングＰＰカバーノート８
０枚シンプルデザイン

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 100ｇ色： なし10個材質： ポリプロピレン ス
チール 紙 polypropylene steel paper内容数： 80枚×
1個 ●メモに適合です Suitable for notes ●JAN：
4549131428292

文具・電気

86416533

荷造りロープ７０ｍ 太さ３．５
ｍｍ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 162ｇ色： 白20個材質： ポリプロピレン
polipropileno内容数： 1個入 ●荷造りロープ７０ｍ太さ
３．５ｍｍ packing rope 70m-3.5mm ●JAN：
4549131428414

文具・電気

86416534

荷造りロープ８０ｍ 太さ３ｍ
ｍ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 150ｇ色： 白20個材質： ポリプロピレン
polipropileno内容数： 1個入 ●荷造りロープ８０ｍ太さ
３ｍｍ packing rope 80m-3mm ●JAN：
4549131428421

文具・電気

86416535

荷造りロープ１８０ｍ 太さ１ｍ
ｍ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 150ｇ色： 白10個材質： ポリプロピレン
polipropileno内容数： 1個入 ●荷造りロープ１８０ｍ太
さ１ｍｍ packing rope 180m-1mm ●JAN：
4549131428438

文具・電気

86416536

平巻テープ ２００ｍ（ホワイ
ト） 幅４．５ｃｍ

●単価108円（税込）×64

¥6,912

●重量： 170ｇ色： 白8個材質： ポリエチレン
Polyethylene内容数： 1個入 ●平巻きテープ２００ｍ
ホワイト幅４．５ｃｍ Flat Tape -200m - White W4.5cm ●JAN：4549131428445

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

文具・電気

86416537

絵本がつくれるノート 小 １４
枚

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 92ｇ材質： 紙 Paper内容数： 1個入 ●絵
本がつくれるノートです。 Blank Notebook for Picture
Book. ●JAN：4549131429183

文具・電気

86416538

絵本がつくれるノート 大 １２
枚

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 176ｇ材質： 紙 Paper内容数： 1個入 ●絵
本がつくれるノートです。 Blank Notebook for Picture
Book. ●JAN：4549131429190

文具・電気

86416539

Ａ５シンプル糸綴じノート２冊
セット

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 167ｇ色： ブラウン5個、ブルー5個材質： 紙
Paper内容数： 30枚×1個 ●A5の綴じノートです。 It
is a A5 Bound Notebook. ●JAN：4549131432329

文具・電気

86416540

ＰＰロープカラー８０ｍ×２ｍｍ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 120ｇ色： 青6個、赤6個材質： ポリプロピレ
ン polipropileno内容数： 1個入 ●ＰＰロープカラー８
０ｍ×2ｍｍ Polypropylene Rope -Color - 80m x 2mm
●JAN：4549131432619

文具・電気

86416541

荷造りひも１８０ｍカラー

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 180ｇ色： 青7個、赤3個材質： ポリプロピレ
ン polipropileno内容数： 1個入 ●荷造りひも１８０ｍ
カラー packing twine 180m color ●JAN：
4549131433340

文具・電気

86416542

荷造りひも２００ｍ白

●単価108円（税込）×50

¥5,400

●重量： 200ｇ色： 白50個材質： ポリプロピレン
polipropileno内容数： 1個入 ●荷造りひも２００ｍ白
packing twine 200m white ●JAN：4549131433357

文具・電気

86416543

液晶画面クリーナー １００枚

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●サイズ： １４．５ｃｍ×９ｃｍ重量： 143ｇ材質： 界面
活性剤 水 紙 Surfactant Paper Water内容数： 100
枚1個 ●液晶画面クリーナー １００枚 Display
Screen Wipes 100Sheets ●JAN：4549131437812

文具・電気

86416544

Ａ４ファイルボックス クラフト

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 125ｇ色： クラフト色12個材質： クラフトダン
ボール kraft Paper 内容数： 1個入 ●クラフトファイ
ルホックス A4 Kraft Paper File Box A4 ●JAN：
4549131442908

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

商品仕様
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

文具・電気

86416545

Ａ４ファイルボックス横型 クラ
フト

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 160ｇ色： クラフト色10個材質： クラフトダン
ボール kraft Paper 内容数： 10個入 ●クラフトファイ
ルホックス A4 横型 Kraft Paper File Box A4
Horizontal ●JAN：4549131442915

文具・電気

86416546

らくがきちょう １００枚

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 295ｇ色： なし10個材質： 紙 Paper内容数：
1個入 ●100枚 100sheets ●JAN：4549131448320

文具・電気

86416547

Ａ４ＷリングノートＰＰカバー１
００枚（Ｄ ｓｔａｎｄａｒｄ）

●単価108円（税込）×40

¥4,320

●重量： 272ｇ材質： ＰＰ 紙 PPcover paper内容数：
100枚1個 ●A4 Wリングノート ＰＰ表紙 A4 W ring
note book ＰＰ ●JAN：4549131451771

文具・電気

86416548

Ｂ５ＷリングノートＰＰカバー１
００枚（Ｄ ｓｔａｎｄａｒｄ）

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 200ｇ材質： ＰＰ 紙 PP paper内容数： 100
枚1個 ●B5 Wリングノート クラフト表紙 B5 W ring
note book craft ●JAN：4549131451788

文具・電気

86416549

Ａ５ＷリングノートＰＰカバー１
００枚（Ｄ ｓｔａｎｄａｒｄ）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 130ｇ材質： ＰＰ 紙 PP paper内容数： 100
枚1個 ●A5 Wリングノート クラフト表紙 A5 W ring
note book craft ●JAN：4549131451795

文具・電気

86416550

ゼムクリップ ２８ｍｍ ２２０
本

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 0.4ｇ色： シルバー10個材質： 鉄 Iron内容
数： 220個入 ●シンプルで使いやすいレギュラータイ
プ Regular paper clip simple and easy to use ●JAN：
4549131455892

文具・電気

86416551

チョークでかける黒板スケ
ジュールシート

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 81ｇ材質： 塩化ビニル樹脂 Polyvinyl
chloride内容数： 1個入 ●チョークでかける黒板スケ
ジュールシート Blackboard Panel -Calendar Style●JAN：4549131484076

文具・電気

86416554

ＤＡＩＳＯ＆ＨＷアルカリ乾電池
単３形 ５本

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 24ｇ材質： ペーパーカード アルカリ電池
PAPER CARD ALKALINE BATTERY内容数： 5本入
●ＤＡＩＳＯ＆ＨＷ アルカリ乾電池 単３形 ５本
AA ALKALINE BATTERIES 5PCS ●JAN：
4549131486186

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

文具・電気

文具・電気

文具・電気

文具・電気

文具・電気

文具・電気

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

86416555

ＤＡＩＳＯ＆ＨＷアルカリ乾電池
単４形 ５本

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 12ｇ材質： ペーパーカード アルカリ電池
PAPER CARD ALKALINE BATTERY内容数： 5本入
●ＤＡＩＳＯ＆ＨＷ アルカリ乾電池 単４形 ５本
AAA ALKALINE BATTERIES 5PCS ●JAN：
4549131486193

86416556

スクラップアルバム じゃばら
タイプ クラフトＡ５

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 165ｇ色： クラフト（ネイビー）5個、ブラック（グ
レー）5個材質： 紙 ゴム paper rubber内容数： 1個入
●スクラップアルバム じゃばらタイプ クラフトＡ５
SCRAP ALBUM BAND TYPE A5 ●JAN：
4549892192241

86416557

ハンドテープカッター １５Ｍ×
１５ｍｍ

¥10,800

●重量： 65g色： ブルー7個、ピンク3個材質： ＯＰＰ
フィルム ＰＳ アクリル系粘着剤 紙 スチール
Oppfilm PS Acrylicadhesive Paper Steel内容数： 1個
●OPPテープ付です Hand Tape Cutter With OPP
tape ●JAN：4560143850512

¥6,480

●サイズ： 30cm×82cm×3cm 11.8in×32.3in×1.2in
重量： 3.4ｋｇ色： なし60個材質： 紙 Paperアソート商
品（JAN）： 4562268225329①ひなちゃん
4562268225336②もぐもぐおいしいごはん
4562268225343③たのしいのりものりょこう
4562268225350④さくらちゃんのにちようび
4562268225367⑤わくわくすいぞくかん
4562268225374⑥わくわくどうぶつえん内容数： 60個
入 ●「シールえほん」の6柄アソート セットです。 6
design STICKER PICTURE BOOKs in one set ●
JAN：4562268225312

¥6,480

●サイズ： 30cm×82cm×3cm 11.8in×32.3in×1.2in
重量： 3ｋｇ色： なし60個材質： 紙 Paperアソート商
品（JAN）： 4562268225398①ひなちゃん10個、
4562268225404②もぐもぐおいしいごはん10個
4562268225411③たのしいのいものりょこう10個
4562268225428④さくらちゃんのにちようび10個
4562268225435⑤わくわくすいぞくかん10個
4562268225442⑥わくわくどうぶつえん10個内容数：
60個入 ●「シールブック」の6柄アソート セットです。
6 design STICKER PICTURE BOOKS in one set ●
JAN：4562268225381

¥10,800

●重量： 54ｇ色： なし10個材質： ポリプロピレン、紙
polypropylene. Paper内容数： 1個入 ●５ポケット。ポ
ケットのサイズは 縦 21.3cm 幅 30.6cm 厚さ
0.05mm。 Ａ4をコンパクトに収納します。見やすく広げ
られます。 5 pockets. Width 8.38in. depth 12in.
Thickness 0.0019in. Keep A4 size paper compactly
easy to put into the pocket and bag. Spread it and
easy to see. ●JAN：4934297032320

86416558

86416559

86416560

商品画像

シールえほん－７ 台紙付
セット

シールブック－５ 台紙付セッ
ト

コンパクト収納クリアブック Ａ
４ ブルー

●単価108円（税込）×100

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×100

商品仕様

文具・電気

86416562

コンパクト収納クリアブック Ａ
４ イエロー

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 54ｇ色： なし10個材質： ポリプロピレン、紙
polypropylene. Paper内容数： 1個入 ●５ポケット。ポ
ケットのサイズは 縦 21.3cm 幅 30.6cm 厚さ
0.05mm。 Ａ4をコンパクトに収納します。見やすく広げ
られます。 5 pockets. Width 8.38in. depth 12in.
Thickness 0.0019in. Keep A4 size paper compactly
easy to put into the pocket and bag. Spread it and
easy to see. ●JAN：4934297032351

文具・電気

86416563

大きいマウスパッド（２２×２７
ｃｍ）

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●サイズ： 27cm×22cm×0.3cm 10.6in×8.7in×0.1in
重量： 120ｇ色： ピンク5個、グリーン5個材質： ポリエ
ステル 天然ゴム POLYETER NATURAL RUBBER内
容数： 1個入 ●これは22×27サイズのマウスパッドで
す THIS IS A MOUSE PAD ●JAN：4947678011111

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

文具・電気

文具・電気

文具・電気

文具・電気

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86416564

商品画像

商品名

ＮＥＷアルカリ乾電池単１型
（１本入）

86416565

ＮＥＷアルカリ乾電池単２型
（１本入）

86416566

ＮＥＷアルカリ乾電池単３型
（５本入）

86416567

ＮＥＷアルカリ乾電池単４型
（５本入）

単価×入数

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×60

●単価108円（税込）×80

●単価108円（税込）×80

販売価格
（税込）

商品仕様

¥6,480

●重量： 146ｇ色： なし60個材質： スチール缶 アル
ミジャケット（ＰＶＣコーティング） 亜鉛粉 マンガン粉等
ALKALINE BATTERY with steel cylinder Mn02 Zinc
KOH etc.内容数： 1個入 ●アルカリ乾電池単１型で
す。 This is a ALKALINE BATTERY LR20 ●JAN：
4947678031621

¥6,480

●重量： 72ｇ色： なし60個材質： スチール缶 アルミ
ジャケット（ＰＶＣコーティング） 亜鉛粉 マンガン粉等
ALKALINE BATTERY with steel cylinder Mn02 Zinc
KOH etc.内容数： 1個入 ●アルカリ乾電池単2型で
す。 This is a ALKALINE BATTERY LR14 ●JAN：
4947678031638

¥8,640

●重量： 24ｇ色： なし80個材質： スチール缶 アルミ
ジャケット（ＰＶＣコーティング） 亜鉛粉 マンガン粉等
ALKALINE BATTERY with steel cylinder Mn02 Zinc
KOH etc.内容数： 5本入 ●アルカリ乾電池単３型で
す。 This is a ALKALINE BATTERY LR6 ●JAN：
4947678031645

¥8,640

●重量： 12.2ｇ色： なし80個材質： スチール缶 アル
ミジャケット（ＰＶＣコーティング） 亜鉛粉 マンガン粉等
ALKALINE BATTERY with steel cylinder Mn02 Zinc
KOH etc.内容数： 5本入 ●アルカリ乾電池単４型で
す。 This is a ALKALINE BATTERY LR03 ●JAN：
4947678031652

文具・電気

86416568

パールカラーカバーリングノー
ト（バンド付 ８０枚）

●単価108円（税込）×48

¥5,184

●重量： 237ｇ色： ベージュ4個、グリーン4個、ブラッ
ク4個材質： 紙 スチール ゴム PAPER STEEL
RUBBER内容数： 1個入 ●パールカラーカバーリング
ノート（バンド付 ８０枚）ＳＥＮＴＥ PEARL COLOR
COVER SPIRAL NOTE BAND TYPE 80SHEET
SENTENTIA ●JAN：4947678035476

文具・電気

86416569

Ｂ６カバー付きノート４０枚（内
ポケット・ゴムバンド付）

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●重量： 116ｇ色： ブラック5個、クラフト5個材質： 紙
ゴム PAPER RUBBER内容数： 1個入 ●Ｂ６カバー
付きノート４０枚（内ポケット・ゴムバンド付） Note with
Pocket -B6 - 40 Pages- ●JAN：4947678035490

文具・電気

86416570

天然木フレームブラックボード
（麻ひも付き）

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 100ｇ色： ブラック5個、グリーン5個材質： 天
然木（松） スチール 麻 NATURALWO-PINE- STEEL
HEMP内容数： 1個入 ●これは天然木で作られたブ
ラックボードです。 THIS IS A BLACK BOARD MADE
WITH NATURAL WOOD. ●JAN：4947678037937

文具・電気

86416571

方眼直線定規４０ｃｍ幅広タイ
プ

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 67ｇ色： クリアー10個材質： ポリスチレン
PS内容数： 1個入 ●40ｃｍ方眼直線定規です This
is 40cm ruler ●JAN：4947678628470

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

文具・電気

86416572

方眼直線定規５０ｃｍ幅広タイ
プ

●単価108円（税込）×90

¥9,720

●重量： 81ｇ色： クリアー10個材質： ポリスチレン
PS内容数： 1個入 ●５０ｃｍ方眼直線定規です This
is 50cm ruler ●JAN：4947678628487

文具・電気

86416573

自在雲形曲線定規

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 102ｇ色： オレンジ（ＯＲＡＮＧＥ）4個、青（ＢＬ
ＵＥ）4個材質： ポリスチレン ps内容数： 3個入 ●こ
れは曲線定規です。 This is CURVE RULER. ●JAN：
4947678983524

文具・電気

86416574

折りたたみ式カードスタンド（ミ
ニ・３コ入）

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 20ｇ色： クリアー（clear）6個材質： ポリスチ
レン PS内容数： 3個入 ●これはカードスタンドです
This is a cardstand ●JAN：4947678988109

文具・電気

86416575

ＯＰＰテープ１５ｍｍ×３０ｍ×
５Ｐ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 23ｇ色： クリアー（ＣＬＥＡＲ）20個材質： 延
伸ポリプロピレン、アクリル系粘着剤、紙 OPP
ACRYLIC ADHESIVE PAPER内容数： 5個入 ●１５ｍ
ｍ×３０ｍ×５ＰＣＳのテープです。 テープの厚みは
44micです。 This is tape of 15mmX30mX5PCS. The
thickness is 44mic. ●JAN：4947678993639

文具・電気

86416576

Ｂ５ノートＢ罫６０枚

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 200g色： なし1個材質： カード紙 ノート用
紙 card paper notebook paper内容数： 1冊 ●お得
な60枚です It is 60 Sheets ●JAN：4954939000067

文具・電気

86416577

Ｂ５書簡箋タテ罫７７枚

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 270g色： なし1個材質： コート紙 上質紙
ボール紙 Coated Paper Fine Paper Cardbord内容
数： 1冊 ●上質紙で書きやすい Used 77Sheets
Writing Pad is very fine ●JAN：4954939000111

文具・電気

86416578

Ｂ４がようし４０枚

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 250g色： なし1個材質： コート紙 画紙
ボール紙 Coated Paper Drawing Paper Cardbord
内容数： 1冊 ●お絵かきに最適です To use Drawing
●JAN：4954939000203

文具・電気

86416579

Ｂ５らくがきちょう８０枚

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 220g色： なし1個材質： コート紙 画紙
ボール紙 Coated Paper Drawing Paper Cardbord
内容数： 1冊 ●たっぷり使える80枚です It is enough
80 pieces that can be used. ●JAN：4954939000210

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

文具・電気

86416580

Ｂ５書簡箋ヨコ罫７７枚

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 270g色： なし1個材質： コート紙 上質紙
ボール紙 Coated Paper Fine Paper Cardbord内容
数： 1冊 ●上質紙で書きやすい Used 77Sheets
Writing Pad is very fine ●JAN：4954939000241

文具・電気

86416581

Ａ４原稿用紙 ５０枚入

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 220g色： なし1個材質： 上質紙 Fine Paper
内容数： 1冊 ●50枚です It is 50 Sheets ●JAN：
4954939000289

文具・電気

86416582

Ｂ５ノートＡ罫６０枚

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 200g色： なし1個材質： ノート用紙 カード
紙 Notebook Paper Card board内容数： 1冊 ●お得
な60枚です It is 60 Sheets ●JAN：4954939000432

文具・電気

86416583

Ｂ４原稿用紙 ３５枚

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 220g色： なし10個材質： 上質紙 Fine Paper
内容数： 1冊 ●35枚です It is 35 Sheets ●JAN：
4954939008803

文具・電気

86416584

Ａ４ノートＡ罫 ４０枚

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 210g色： なし1個材質： カード紙 ノート用
紙 紙 Card Paper Notebook Paper内容数： 1冊 ●
40枚です 40Sheets ●JAN：4954939970018

文具・電気

86416585

Ａ４ノートＢ罫 ４０枚

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 210g色： なし1個材質： カード紙
ノート
用紙 Card Paper Notebook Paper内容数： 1冊 ●40
枚です 40Sheets ●JAN：4954939970025

文具・電気

86416586

原稿用紙縦書５０枚（Ａ４）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 3.8ｇ色： 白地茶10個材質： 紙 Paper内容
数： 50枚入 ●50枚入。A4サイズ。 50 sheets. A4
size. ●JAN：4984343131422

文具・電気

86416587

原稿用紙横書５０枚（Ａ４）

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 3.8ｇ色： 白地青10個材質： 紙 Paper内容
数： 50枚入 ●50枚入。A4サイズ。 50 sheets. A4
size. ●JAN：4984343131439

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

文具・電気

86416588

文具・電気

文具・電気

文具・電気

#N/A

#N/A

#N/A

商品画像

商品名

Ａ４クリアブック ２０ポケット
背表紙なし

発泡ベビーブロック チェリー
ピンク

発泡ベビーブロック ゴールド
ブラウン

発泡ベビーブロック ダークブ
ルー

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： 173.3ｇ色： 青4個、黄4個、ピンク4個材質：
ポリプロピレン Polypropylene内容数： 1個入 ●Ａ４
サイズ クリアブック２０ポケット１冊入 背表紙なしタイ
プ A4 size One clear book 20 pocket ON Backcover-less type ●JAN：4984343553491

¥10,800

●重量： 17ｇ色： チェリーピンク10個材質： ポリスチ
レン色々価格（JAN）： -アソート商品（JAN）： -内容
数： 1個入 ●日本製。ディスプレイや収納作り、工作
に適した発泡スチロール製ブロックのミニサイズです。
軽くて安全。子供部屋、水場でも使えます。鮮やかなピ
ンクがアクセントにピッタリ。発泡レンガと同じ大きさで
す。 Japan made. It is suitable for display or storage
building and handcrafts foam polystyrene-block mini
size. Lightweight and secure. Childrens room and water
can be used. Bright pink is perfect accents. Is the
same size as the foam Bricks. ●JAN：4984343655928

¥10,800

●重量： 17ｇ色： ゴールドブラウン10個材質： ポリス
チレン色々価格（JAN）： -アソート商品（JAN）： -内容
数： 1個入 ●日本製。ディスプレイや収納作り、工作
に適した発泡スチロール製ブロックのミニサイズです。
軽くて安全。子供部屋、水場でも使えます。インテリア
に合う人気色です。発泡レンガと同じ大きさなので組み
合わせて使用できます。 Japan made. It is suitable for
display or storage building and handcrafts foam
polystyrene-block mini size. Lightweight and secure.
Childrens room and water can be used. Is a popular
color interior fit. It the same and foam Brick. ●JAN：
4984343655935

¥10,800

●重量： 17ｇ色： ダークブルー材質： ポリスチレン
色々価格（JAN）： -アソート商品（JAN）： -内容数： 1
個入 ●日本製。ディスプレイや収納作り、工作に適し
た発泡スチロール製ブロックのミニサイズです。軽くて
安全。子供部屋、水場でも使えます。鮮やかなブルー
がアクセントにピッタリ。発泡レンガと同じ大きさです。
Japan made. It is suitable for display or storage
building and handcrafts foam polystyrene-block mini
size. Lightweight and secure. Childrens room and water
can be used. Bright blue is perfect accents. Is the
same size as the foam Bricks. ●JAN：4984343655942

●単価108円（税込）×100

●単価108円（税込）×100

●単価108円（税込）×100

文具・電気

#N/A

発泡ベビーブロック ベージュ

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 17ｇ色： ベージュ材質： ポリスチレン色々価
格（JAN）： -アソート商品（JAN）： -内容数： 1個入
●日本製。ディスプレイや収納作り、工作に適した発泡
スチロール製ブロックのミニサイズです。軽くて安全。子
供部屋、水場でも使えます。インテリアに合う人気色で
す。発泡レンガと同じ大きさなので組み合わせて使用で
きます。 Japan made. It is suitable for display or
storage building and handcrafts foam polystyreneblock mini size. Lightweight and secure. Childrens room
and water can be used. Is a popular color interior fit.It
the same and foam Brick. ●JAN：4984343655959

文具・電気

86416593

ＣＤ・ＤＶＤプラケース（クリア・
カラー）３枚入

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 51.5ｇ色： 透明7個、青3個、ピンク2個材質：
ポリスチレン内容数： 3枚入 ●バックアップＣＤや録
画済みＤＶＤの保管に 厚み１ｃｍで１枚収納 For
storage backup CD and recorded DVD
One sheet
is stored at 1 cm in thickness ●JAN：4984343674394

文具・電気

86416594

ＣＤ・ＤＶＤプラケーススリムタ
イプ（クリア・カラー）４枚入

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 39.5ｇ色： 透明7個、青3個、ピンク2個材質：
ポリスチレン内容数： 4枚入 ●バックアップＣＤや録
画済みＤＶＤの保管に 厚み５ｍｍで１枚収納 For
storage backup CD and recorded DVD
One sheet
is stored at 5 mm in thickness ●JAN：4984343674417

文具・電気

86416595

マグネットカードケースＡ４サイ
ズ対応

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 94g色： 白 white材質： 塩化ビニル樹脂、
マッグネット PVC MAGNET内容数： 1 ●ホワイトボー
ド用マーカーで書き消しできます You can white and
erase letters with using pens for white board ●JAN：
4984343697102

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

文具・電気

文具・電気

文具・電気

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86416596

86416597

86416598

商品画像

商品名

日本製発泡キューブロック
ベージュ

日本製発泡キューブロック
ゴールドブラウン

日本製発泡キューブロック
ダークブルー

単価×入数

●単価108円（税込）×96

●単価108円（税込）×96

●単価108円（税込）×96

販売価格
（税込）

商品仕様

¥10,368

●重量： 17ｇ色： ベージュ12個材質： ポリスチレン
色々価格（JAN）： -アソート商品（JAN）： -内容数： 1
個入 ●ディスプレイや収納作りに適したキューブ型の
発泡スチロール製ブロックです。軽くて安全。子供部
屋、水場でも使えます。インテリアに合う人気色です。
発泡パーツ立方体100角と同じ大きさです。 Is the
cube type suitable for display or storage making foam
made of polystyrene blocks. Lightweight and secure.
Childrens room and water can be used. Is a popular
color interior fit. It is foamed parts Cubic 100 and the
same size. ●JAN：4984343798335

¥10,368

●重量： 17ｇ色： ゴールドブラウン12個材質： ポリス
チレン色々価格（JAN）： -アソート商品（JAN）： -内容
数： 1個入 ●ディスプレイや収納作りに適したキュー
ブ型の発泡スチロール製ブロックです。軽くて安全。子
供部屋、水場でも使えます。インテリアに合う人気色で
す。発泡パーツ立方体100角と同じ大きさです。 Is the
cube type suitable for display or storage making foam
made of polystyrene blocks. Lightweight and secure.
Childrens room and water can be used. Is a popular
color interior fit. It is foamed parts Cubic 100 and the
same size. ●JAN：4984343798342

¥10,368

●重量： 17ｇ色： ダークブルー12個材質： ポリスチレ
ン色々価格（JAN）： -アソート商品（JAN）： -内容数：
1個入 ●ディスプレイや収納作りに適したキューブ型
の発泡スチロール製ブロックです。軽くて安全。子供部
屋、水場でも使えます。鮮やかなブルーがアクセントに
ピッタリ。発泡パーツ立方体100角と同じ大きさです。
Is the cube type suitable for display or storage making
foam made of polystyrene blocks. Lightweight and
secure. Childrens room and water can be used.Bright
blue is perfect accents. It is foamed parts Cubic 100
and the same size. ●JAN：4984343798359

文具・電気

86416599

日本製発泡キューブロック
チェリーピンク

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 17ｇ色： チェリーピンク12個材質： ポリスチ
レン色々価格（JAN）： -アソート商品（JAN）： -内容
数： 1個入 ●ディスプレイや収納作りに適したキュー
ブ型の発泡スチロール製ブロックです。軽くて安全。子
供部屋、水場でも使えます。鮮やかなピンクがアクセン
トにピッタリ。発泡パーツ立方体100角と同じ大きさで
す。 Is the cube type suitable for display or storage
making foam made of polystyrene blocks. Lightweight
and secure. Childrens room and water can be used.
Bright pink is perfect accents. It is foamed parts Cubic
100 and the same size. ●JAN：4984343798366

文具・電気

86416600

フォトアルバムリフィル（２穴タ
イプ）１５枚

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 90ｇ色： ホワイト（White）10個材質： 紙（芯
の部分） ポリプロピレン（紙に接着） Paper PP内容
数： 15枚入 ●写真の保管 Keeping photo ●JAN：
4984343933576

文具・電気

86416601

ホッチキス針５箱入（紙）

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 21ｇ色： シルバー10個材質： スチール
Steel内容数： 5個入 ●1000本入X5箱
1000pcsX5boxes ●JAN：4984343946262

文具・電気

86416602

チョーク カラー込み ３６本

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 6ｇ色： なし10個材質： 硫酸カルシウム
Calcium Sulfate内容数： 36本入 ●白が２７本、赤、
青、黄各３本の ３６本入りです Whitex27pcs
Redx3pcs Bluex3pcs Yellowx3pcs ●JAN：
4984343948532

文具・電気

86416603

厚めのチャック袋１００×１４０
ｍｍ４５枚

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 142ｇ色： クリアーClear10個材質： ポリエチ
レン Polyethylene内容数： 1個10枚 ●小物を収納で
きるチャック付き袋です。 You can strage small items
in this bag. ●JAN：4984343955677

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

文具・電気

86416604

ドットテキストメモ帳

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 140ｇ色： ピンク （pink）6個、オレンジ
（orange）2個、ブルー （blue）2個、グリーン （green）2
個、クロ （black）6個材質： 塩化ビニール樹脂 紙
PVC PAPER内容数： 1個入 ●ドットテキストメモ帳
SWEET LIFE MEMO ●JAN：4984343962217

文具・電気

86416605

クリアビニルケースＢ５ ＳＴＵ
ＤＩＥＵＸ

●単価108円（税込）×100

¥10,800

●重量： 85ｇ色： ピンクpink4個、青blue3個、オレンジ
orange1個、グリーンgreen2個材質： 塩化ビニル樹脂
ポリエステル PVC Polyester内容数： 1個入 ●Ｂ５
クリアビニルケース case ●JAN：4984343974340

文具・電気

86416606

履歴書用紙 Ｂ５

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 129ｇ色： 用紙白7個、シール黄8個、封筒白
6個材質： 上質紙 fine quality paper内容数： 1個入
●二つ折りＢ５サイズ履歴書 B5size Resume Form
●JAN：4984343978591

文具・電気

86416607

Ｂ５ノートブックＡ罫６０枚

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 214.4ｇ色： 白（紙）10個材質： 紙 Paper内容
数： ６０枚×１冊 ●B5サイズ B5 size ●JAN：
4984355013129

文具・電気

86416608

Ｂ５ノートブックＢ罫６０枚

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 214.4ｇ色： 白（紙）10個材質： 紙 Paper内容
数： ６０枚×１冊 ●B5サイズ B5 size ●JAN：
4984355013136

文具・電気

86416609

Ｂ５ノートブック無地 ６０枚

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 210.2色： 白（紙）10個材質： 紙 Paper内容
数： ６０枚×１冊 ●B5サイズ B5 size ●JAN：
4984355057130

文具・電気

86416610

Ａ５ノートブックＡ罫 ３０枚×２
Ｐ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： ノート1冊83g×2冊＝166g色： 白（紙）10個
材質： 紙 Paper内容数： ３０枚×２冊 ●A5サイズ
A5 size ●JAN：4984355057147

文具・電気

86416611

Ａ５ノートブックＢ罫 ３０枚×２
Ｐ

●単価108円（税込）×60

¥6,480

●重量： ノート1冊83g×2冊＝166g色： 白（紙）10個
材質： 紙 Paper内容数： ３０枚×２冊 ●A5サイズ
A5 size ●JAN：4984355057154

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

商品仕様
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

文具・電気

86416612

ファイブカラー ゴムバンド Ｎ
ｏ．１６ ８０ｇ

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 80ｇ色： 黄色、ピンク、緑、青、紫20個材質：
天然ゴム Natural Rubber内容数： 1個入 ●ファイブ
カラー ゴムバンド Ｎｏ．１６ ８０ｇ Five color rubber
bands No.16 80 2.8oz ●JAN：4984355189534

文具・電気

86416613

モノクロゴムバンド ８０ｇ Ｎ
ｏ．１６

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 80ｇ色： ホワイト、グレー、ブラック20個材
質： 天然ゴム Natural Rubber内容数： 1個入 ●モノ
クロゴムバンド ８０ｇ Ｎｏ．１６ Monochrome rubber
bands 2.8oz No.16 ●JAN：4984355190035

商品画像

文具・電気

86416614

木工用ボンド １２０ｇ

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 120ｇ色： 本体イエロー、ふたレッド20個材
質： 酢酸ビニル樹脂（４０パーセント） 水（６０パーセン
ト） PVAC 40percent Water 60percent内容数： 1個入
●木、布、紙の接着にご使用ください。 片面に塗布
後、接着してしばらく動かさないでください。 時間が経
つと白液が透明になります。 Use for wood paper or
cloth. Apply to one surface only.hold until set and do
not move it. White liquid changes into clear with time.
●JAN：4984355190301

文具・電気

86416615

金銭出納帳 Ａ５ ４０枚

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 115.7ｇ色： 白（紙）10個材質： 紙 Paper内
容数： 1個入 ●金銭出納帳 Cash book ●JAN：
4984355190790

文具・電気

86416616

ボーダー液状のり 特大 １３
５ｃｃ

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●容量： 135ｃｃ重量： 159ｇ色： 透明（Clear）1個材
質： ＰＶＡＬ PVAL内容数： 1本入 ●ご使用時には
メッシュキャップをはずし、中キャップを取って再びメッ
シュキャップを取り付けてください。 When you use it
take off mesh tip and remove inner lid then replace
mesh tip again. ●JAN：4984355193814

文具・電気

86416617

両面デザインちよがみ ６０枚
入 フラワー

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 1.2ｇ色： アソート無し No assorted20個材
質： 紙 Paper内容数： 60枚入 ●お洒落なお花6柄
×10枚入りのちよがみです。 用途に合わせてご使用く
ださい。 It has 6kinds of flower desined Origami. Use
it as you like. ●JAN：4997642041491

¥10,368

●重量： 19.5ｇ色： アソート無し No assorted12個材
質： 紙 綿１００％ Paper Cotton100pct内容数： 1個
入 ●ナチュラルテイストの柄入りのフラッグ型のおり
がみです。 お好きな柄でフラッグを作れます。 It is
origami papers and string for making flags. You can
make original origami flags. ●JAN：4997642042245

¥10,368

●重量： 19.5ｇ色： アソート無し No assorted12個材
質： 紙 綿１００％ Paper Cotton100pct内容数： 1個
入 ●ポップな柄入りのフラッグ型のおりがみです。 お
好きな柄でフラッグを作れます。 It is origami papers
and string for making flags. You can make original
origami flags. ●JAN：4997642042252

文具・電気

文具・電気

86416618

86416619

おりがみフラッグキット ナチュ
ラル

おりがみフラッグキット ポップ

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

●単価108円（税込）×96

●単価108円（税込）×96
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

文具・電気

86416620

両面デザインクラフトちよがみ
６０枚入 アンティーク

●単価108円（税込）×80

¥8,640

●重量： 1.5ｇ色： アソート無し No assorted20個材
質： 紙 Paper内容数： 60枚入 ●アンティーク調のク
ラフトちよがみです。 用途に合わせてご使用ください。
It is antique style designed Kraft paper origami. ●
JAN：4997642049602

文具・電気

86416621

両面ちよがみ ８０枚入 ドット
ストライプ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 23ｇ色： アソート無し No assorted12個材
質： 紙 Paper内容数： 1枚入 ●両面柄入りのちよが
みです。 It is origami papers which both side has
printed. ●JAN：4997642068719

文具・電気

86416622

両面ちよがみ ８０枚入 ス
ター

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 24ｇ色： アソート無し No assorted12個材
質： 紙 Paper内容数： 1枚入 ●両面柄入りのちよが
みです。 It is origami papers which both side has
printed. ●JAN：4997642068726

文具・電気

86416623

マグネットテープ １０ｍｍ×３
００ｃｍ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 134ｇ色： なし No assorted12個材質： ゴム
マグネット Robber magnet内容数： 1個入 ●お好み
の長さにカットして ご使用いただけるマグネットテープ
です。 It is a magnetic tape which you can cut as you
like. ●JAN：4997642071528

文具・電気

86416624

マグネットテープ ２０ｍｍ×１
５０ｃｍ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 133.8ｇ色： なし No assoretd12個材質： ゴ
ムマグネット Robber magnet内容数： 1個入 ●お好
みの長さにカットして ご使用いただけるマグネットテー
プです。 It is a magnetic tape which you can cut as
you like. ●JAN：4997642071535

文具・電気

86416625

マグネットテープ ３０ｍｍ×１
００ｃｍ

●単価108円（税込）×96

¥10,368

●重量： 143.3ｇ色： なし No assoretd12個材質： ゴ
ムマグネット Robber magnet内容数： 1個入 ●お好
みの長さにカットして ご使用いただけるマグネットテー
プです。 It is a magnetic tape which you can cut as
you like. ●JAN：4997642071542

文具・電気

86416626

クラフト Ｂ５ノート ５０枚

●単価108円（税込）×72

¥7,776

●重量： 195ｇ色： アソート無し No assortment12個
材質： 紙 Paper内容数： 50枚×1個 ●B5サイズの
クラフトノートです。 It is a B5 size Kraft notebook. ●
JAN：4997642079777

文具・電気

86416627

１５０円板材 ４５０×２５０×９
ｍｍ

●単価162円（税込）×48

¥7,776

●重量： 280ｇ材質： 桐 Paulownia内容数： 1枚入
●板材 Board ●JAN：4549131288735

商品画像

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

文具・電気

86416628

回転テーブルφ２５ｃｍ

●単価162円（税込）×24

¥3,888

●重量： 370ｇ材質： ポリプロピレン Polypropylene内
容数： 1個入 ●回転テーブル TV Turntable ●
JAN：4549131306620

文具・電気

86416629

地球儀 メモクリップ

●単価162円（税込）×100

¥16,200

●重量： 90ｇ材質： セミクリスタル semi-crystal内容
数： 1個入 ●セミクリスタル semi-crystal ●JAN：
4549131318067

文具・電気

86416630

ファンシーボールペン 絵文字

●単価162円（税込）×96

¥15,552

●重量： 37ｇ色： 紫3個、赤3個、茶3個、白3個材質：
ポリストーン、ポリエチレン Polystone Polyethylene内
容数： 1個入 ●ファンシーボールペン 絵文字
Fancy Ballpoint Pen -Emoji- ●JAN：4549131452754

文具・電気

86416631

ファンシーボールペン サファ
リ

●単価162円（税込）×96

¥15,552

●重量： 35ｇ色： フラミンゴ（ミント）3個、インコ3個、オ
ニオオハシ3個、フラミンゴ（ピンク）3個材質： ポリス
トーン、ポリエチレン Polystone Polyethylene内容数：
1個入 ●ファンシーボールペン サファリ Fancy
Ballpoint Pen -Safari- ●JAN：4549131452785

文具・電気

86416632

Ａ４書類ケース

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●重量： 275ｇ色： クリアclear24個材質： ポリプロピ
レン Polypropyleneアソート商品（JAN）： なし none内
容数： 1個入 ●ＰＰＣ用紙が約４００枚入ります
Capacity 400pcs PPC paper ●JAN：4549131214581

文具・電気

86416633

システム手帳（ミニ・６穴）

●単価216円（税込）×80

¥17,280

●重量： 130ｇ色： red4個、light brown6個材質： 紙
ＰＵ スチール PAPER POLYURETHANE STEEL内容
数： 1個入 ●システム手帳 ミニサイズ Personal
Organizer Mini 6 Holes ●JAN：4549131252217

文具・電気

86416634

システム手帳（バイブルサイ
ズ）

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●重量： 195ｇ色： Navy4個、Brown6個材質： 紙 Ｐ
Ｕ スチール PAPER POLYURETHANE STEEL内容
数： 1個入 ●システム手帳 ミニサイズ Personal
Organizer Bible Size ●JAN：4549131252224

文具・電気

86416635

Ａ４書類ケース

●単価216円（税込）×40

¥8,640

●重量： 272ｇ色： 透明10個材質： ポリプロピレン
PP内容数： 1個入 ●収納ケース Storage Case ●
JAN：4549131285932

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。

192 / 198 ページ

DAISO 商品リスト

カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

文具・電気

86416636

商品画像

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

２００円カッターマット（Ａ４サイ
ズ）

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 264ｇ材質： ポリ塩化ビニル PVC内容数：
1個入 ●カッターマット-A4 Cutting Mat-A4 Size ●
JAN：4549131308341

商品仕様

文具・電気

86416637

コード付タップ１ｍ３個口Ｌ６６
５

●単価216円（税込）×80

¥17,280

●重量： 140ｇ色： 白20個材質： 本体：ポリ塩化ビニ
ル、ABS、プラグ部：銅 Body PVC ABS Plag Copper
アソート商品（JAN）： 白20pcs White 20pcs内容数：
1個入 ●合計使用量は１５００Wまでです。 トラッキン
グ火災防止のための絶縁カバー付き。 Tolal
consumpution up to 1500w. Prevents tracking fire
with insulation covers. ●JAN：4549131308563

文具・電気

86416638

Ｔ型ブックエンド２２．５ｘ１５．３
ｘ２０．３ｃｍ

●単価216円（税込）×24

¥5,184

●重量： 498ｇ色： ブルー24個材質： 鉄 iron内容
数： 1個入 ●Ｔ型ブックエンド22.5Ｘ15.3Ｘ20.3ｃｍ T
type bookend 22.5x15.3x20.3cm ●JAN：
4549131311372

文具・電気

86416639

２００円 Ａ３ＭＤＦ クリップ
ボード

●単価216円（税込）×30

¥6,480

●重量： 390ｇ材質： MDF板 金属クリップ MDF
Board Metal clip内容数： 1個入 ●自然木を配合した
環境に優しいMDF素材 CLIOBOARD ●JAN：
4549131341850

文具・電気

86416640

２穴パンチ 大サイズ

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 261ｇ材質： 鉄 ポリエチレン Iron PE内容
数： 1個入 ●２穴パンチ 大サイズです。 2-Hole
Punch -Large- ●JAN：4549131346701

文具・電気

86416641

スクールふでばこ マルチタイ
プ

●単価216円（税込）×60

¥12,960

●重量： 200ｇ材質： ABS樹脂 塩化ビニール樹脂
ABS PVC内容数： 1個入 ●スクールふでばこ マル
チタイプ Multi functional Double Pencil Case ●JAN：
4549131433692

文具・電気

86416642

２００円ブックエンドゴムの木１
８×１３×１０．５

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 182ｇ色： ナチュラル narural12個材質： ス
チール ゴムの木 STEEL RUBBER TREE内容数： 1
個入 ●ブックエンド BOOKENDS ●JAN：
4947678033595

文具・電気

86416643

２００円ブックエンド縦長２６×
１１×１１．５

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 287ｇ色： ブルー blue6個、ブラウン brown6
個材質： スチール STEEL内容数： 1個入 ●ブック
エンド BOOKENDS ●JAN：4947678033656

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

商品名

単価×入数

販売価格
（税込）

文具・電気

86416644

２００円ブックエンド長方形２０
×１３．５×１０

●単価216円（税込）×48

¥10,368

●重量： 288ｇ材質： スチール STEEL内容数： 1個
入 ●ブックエンド BOOKENDS ●JAN：
4947678033663

文具・電気

86416645

マグネット付買い物メモ

●単価324円（税込）×48

¥15,552

●重量： 172ｇ色： 青12個材質： 紙 磁石 PAPER
MAGNET色々価格（JAN）： 無アソート商品（JAN）：
無内容数： 1個入 ●これはメモです this is a memo
●JAN：4549131223170

商品画像

商品仕様

文具・電気

86416646

シュレッダーハサミ（５連）

●単価324円（税込）×72

¥23,328

●重量： 120ｇ色： イエロー3個、オフホワイト3個材
質： 刃：ステンレス ハンドル：ポリプロピレン Blade
Stainless steel Handle Polypropylene内容数： 1個入
●シュレッダーハサミ 5連 Shredding Scissors ●
JAN：4549131250374

文具・電気

86416647

ホワイトボード ひも付き ３５
５×２８０ｍｍ

●単価324円（税込）×32

¥10,368

●重量： 259ｇ色： 白8個材質： アルミ スチール
Aluminum Steel内容数： 1個入 ●連絡、伝言、お絵か
きに Use to communicate leave messages or draw
pictures. ●JAN：4549131296181

文具・電気

86416648

ホワイトボード スタンド付き
３０５×２３０ｍｍ

●単価324円（税込）×32

¥10,368

●重量： 270ｇ色： 白8個材質： アルミ スチール
Aluminum Steel内容数： 1個入 ●連絡、伝言、お絵か
きに Use to communicate leave messages or draw
pictures. ●JAN：4549131296198

文具・電気

86416649

書類ケース 大

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 300ｇ材質： HDPE（リサイクル） Recycling
HDPE内容数： 1個入 ●回してオープンロック Turn
to open lock ●JAN：4549131296228

文具・電気

86416650

自分撮りスマホモノポッド

●単価324円（税込）×72

¥23,328

●サイズ： 10cm×4cm×35cm 3.93in×1.57in×
13.77in重量： 125ｇ色： 白4個、黒5個、赤2個、グリー
ン1個材質： ABS樹脂、ゴム、銅、鉄 ABS Rubber
Copper Iron内容数： 1個入 ●自分撮り用 For taking
selfie ●JAN：4549131306057

文具・電気

86416651

３００円カッターマット（Ｂ４サイ
ズ）

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●重量： 384ｇ材質： ポリ塩化ビニル PVC内容数：
1個入 ●カッターマット-B4 Cutting Mat-B4 Size ●
JAN：4549131308334

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

文具・電気

文具・電気

文具・電気

文具・電気

文具・電気

文具・電気

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

86416653

86416654

86416655

86416656

86416657

86416658

商品画像

商品名

腕時計金属ベルト調整工具
セット１

腕時計金属ベルト調整工具
セット２

ライト付目覚まし時計 円形

ライト付目覚まし時計 正方形

ライト付目覚まし時計 長方形

コード付タップ１．５ｍ３個口Ｌ
６６５

単価×入数

●単価324円（税込）×64

●単価324円（税込）×64

●単価324円（税込）×96

●単価324円（税込）×96

●単価324円（税込）×96

●単価324円（税込）×72

販売価格
（税込）

商品仕様

¥20,736

●サイズ： 4.2cm×1.8cm×19.7cm 1.65in×0.7in×
7.75in重量： 119.2ｇ色： イエロー5個、ブルー3個材
質： ABS樹脂、スチール、ニッケルメッキ
Acrylonitrile-butadiene-stryene resin Steel Nickel
plating色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）： な
し内容数： 4個1個 ●ハンマー 19.7ｘ4.2ｘ1.8 1pcs
56g
ピン抜き棒 5.2ｘ0.4ｘ0.4 2pcs 12g
ベルト調整作業台 5ｘ5ｘ2.5 1pcs 15g
金属ベルト
の長さ調整にピンの取り外し
Hammer 19.7ｘ4.2ｘ1.8
1pcs 56g ●JAN：4549131323900

¥20,736

●サイズ： 11.3cm×5.5cm×3cm 4.44in×2.16in×
1.18in重量： 91.5ｇ色： イエロー5個、ブルー3個材質：
ABS樹脂、スチール、ニッケルメッキ Acrylonitrilebutadiene-stryene resin Steel Nickel plating色々価格
（JAN）： なしアソート商品（JAN）： なし内容数： 3個1
個 ●ピン抜き棒 8.5ｘ0.3ｘ0.3 2pcs 金属ベルト調整工
具 11.3ｘ5.5ｘ3 1pcs
金属ベルトの長さ調整
にピンの取り外し ●JAN：4549131323917

¥31,104

●サイズ： 8.5cm×4cm×9cm 3.3in×1.6in×3.5in重
量： 100ｇ色： 白3個、黒3個、赤1個、黄緑1個材質：
ABS樹脂、ガラス ABS resin Glassアソート商品
（JAN）： 白3pcs、黒3pcs、赤1pcs、黄緑1pcs White
3pcs Black 3pcs Red 1pcs Yellow green 1pcs内容
数： 1個入 ●単三乾電池１本使用（別売） ピーピー
鳴る電子アラーム音 カチカチ音がしないスイープ機能
付き Use one AA battery -sold separatelyElectronic alarm sound. With sweep function that does
not is ticking sound. ●JAN：4549131333299

¥31,104

●サイズ： 7.3cm×4cm×7.8cm 2.9in×1.6in×3.1in重
量： 88ｇ色： 白3個、黒3個、赤1個、黄緑1個材質：
ABS樹脂、ガラス ABS resin Glassアソート商品
（JAN）： 白3pcs、黒3pcs、赤1pcs、黄緑1pcs White
3pcs Black 3pcs Red 1pcs Yellow green 1pcs内容数：
1個入 ●単三乾電池１本使用（別売） ピーピー鳴る
電子アラーム音 カチカチ音がしないスイープ機能付
き Use one AA battery -sold separately- Electronic
alarm sound. With sweep function that does not is
ticking sound. ●JAN：4549131333305

¥31,104

●サイズ： 10cm×4.1cm×9cm 3.9in×1.6in×3.5in重
量： 114ｇ色： 白3個、黒3個、赤1個、黄緑1個材質：
ABS樹脂、ガラス ABS resin Glassアソート商品
（JAN）： 白3pcs、黒3pcs、赤1pcs、黄緑1pcs White
3pcs Black 3pcs Red 1pcs Yellow green 1pcs内容数：
1個入 ●単三乾電池１本使用（別売） ピーピー鳴る
電子アラーム音 カチカチ音がしないスイープ機能付
き Use one AA battery -sold separately- Electronic
alarm sound. With sweep function that does not is
ticking sound. ●JAN：4549131333312

¥23,328

●重量： 164ｇ色： 白18個材質： ABS樹脂、塩化ビニ
ル樹脂、銅 ABS resin Polyvinyl chloride Copper内容
数： 1個入 ●合計使用量は１５００Wまでです。 ト
ラッキング火災防止のための絶縁カバー付き。 Total
consumption Up to 1500W With insulated cover to
prevent tracking fires caused by dust build up or
humidity. ●JAN：4549131333329

文具・電気

86416659

高級じゅず（男性用）

●単価324円（税込）×100

¥32,400

●重量： 110ｇ材質： ナイロン、ガラス NYLON
GLASS内容数： 1個入 ●本来の用途以外に使用しな
いでください 指に巻き付けないでください 投げたり、振
り回したりしないでください 強く引っ張らないでください
乳幼児の手の届かない場所で使用？保管してください
火や熱源のそばに置かないでください
●JAN：
4549131341225

文具・電気

86416660

数字が大きめの電卓（８桁）

●単価324円（税込）×90

¥29,160

●重量： 110ｇ色： ピンク3個、ブルー7個材質： ポリ
スチレン PS内容数： 1個入 ●ソーラー電源の為、電
池交換は不要です。 For solar power No need to
replace battery. ●JAN：4549131361223

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

文具・電気

86416661

文具・電気

文具・電気

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

スタンダード電卓（１２桁）

●単価324円（税込）×100

¥32,400

●重量： 103ｇ材質： ポリスチレン PS内容数： 1個
入 ●ソーラー電源の為、電池交換は不要です。 For
solar power No need to replace battery. ●JAN：
4549131361230

86416662

掛け時計（丸型、Ф２３ｃｍ）

●単価324円（税込）×48

¥15,552

●サイズ： 15.5×15.5重量： 253ｇ材質： ポリプロピレ
ン ガラス 塩化ビニル樹脂 スチール PP Glass PVC
Steel内容数： 1個入 ●掛け時計（丸型、Ф２３ｃｍ）
Wall Clock -Round-fai 23cm ●JAN：4549131384994

86416663

掛け時計（シルバー、丸型、Ф
２３ｃｍ）

¥15,552

●サイズ： 23×23cm重量： 253ｇ材質： ポリプロピレ
ン ガラス 塩化ビニル樹脂 スチール PP Glass PVC
Steel内容数： 1個入 ●掛け時計（シルバー、丸型、
Ф２３ｃｍ） Wall Clock -Color-Silver-fai 23cm ●
JAN：4549131385007

商品画像

商品名

●単価324円（税込）×48

文具・電気

86416664

高感度 ＢｌｕｅＬＥＤマウス

●単価324円（税込）×96

¥31,104

●サイズ： 13cm×3.4cm×20cm 5.1in×1.3in×7.9in
重量： 78ｇ材質： マウス：ABS樹脂 コード：塩化ビニ
ル樹脂 Mouse-ABS Code-PVC内容数： 1個入 ●マ
ウスの動作を正確に読み取ることができる 3ボタン
Accurately reads mouse movements 3 buttons ●
JAN：4549131428001

文具・電気

86416665

掛時計２５ｃｍ木目スクエア型

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●サイズ： 25×25ｃｍ重量： 474ｇ材質： ポリプロピレ
ン ガラス Polypropylene Glass内容数： 1個入 ●木
目調の掛時計です。 It is wooden pattern clock. ●
JAN：4549131437690

文具・電気

86416666

掛時計２５ｃｍシンプル

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●サイズ： 25×25cm重量： 440ｇ材質： ポリプロピレ
ン ガラス Polypropylene Glass内容数： 1個入 ●シ
ンプルデザインの掛時計です。 It is a clock of simple
design. ●JAN：4549131437706

文具・電気

86416667

掛時計２２．５ｃｍ木目調

●単価324円（税込）×24

¥7,776

●サイズ： 22.5×22.5cm重量： 336ｇ材質： ポリプロ
ピレン ガラス Polypropylene Glass内容数： 1個入
●木目調の掛時計です。 It is wooden pattern clock.
●JAN：4549131437713

文具・電気

86416668

ｉＰｈｏｎｅ６／６ｓ専用ハードカ
バー（もこもこうさぎ）

●単価324円（税込）×64

¥20,736

●サイズ： 14.8cm×7.5cm×0.5cm 5.8in×3in×0.2in
重量： 43ｇ材質： ポリカーポネート ポリエステル
polycarbonate polyester内容数： 1個入 ●可愛いタイ
プ Cute type ●JAN：4549131451405

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

文具・電気

86416669

ｉＰｈｏｎｅ６／６ｓ専用ハードカ
バー（もこもこうさぎ）

●単価324円（税込）×64

¥20,736

●サイズ： 14.8cm×7.5cm×0.5cm 5.8in×3in×0.2in
重量： 43ｇ材質： ポリカーポネート ポリエステル
polycarbonate polyester内容数： 1個入 ●可愛いタイ
プ Cute type ●JAN：4549131451412

文具・電気

86416670

スケジュールボード ３０×４０
ｃｍ ヒモ付

●単価324円（税込）×42

¥13,608

●重量： 340ｇ材質： PVC 鉄 段ボール紙 PVC
IRON CORRUGATE PAPER内容数： 1個入 ●スケ
ジュールボード ３０×４０ｃｍ ヒモ付 SCHEDULE
BOARD VERTICAL 30x40cm ●JAN：4549131460476

文具・電気

86416671

癒しの塗り絵（アメージングネ
イチャー、５０ページ）

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●サイズ： 25cm×25cm×0.6cm 9.8in×9.8in×0.2in
重量： 340ｇ材質： 紙 paper内容数： 1本入 ●塗り
絵 Coloring Book ●JAN：4549131464542

文具・電気

86416672

癒しの塗り絵（シティスケープ
、５０ページ）

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●サイズ： 25cm×25cm×0.6cm 9.8in×9.8in×0.2in
重量： 340ｇ材質： 紙 paper内容数： 1本入 ●塗り
絵 Coloring Book ●JAN：4549131464559

文具・電気

86416673

癒しの塗り絵（ワンダーランド
フォレスト、５０ページ）

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●サイズ： 25cm×25cm×0.6cm 9.8in×9.8in×0.2in
重量： 340ｇ材質： 紙 paper内容数： 1本入 ●塗り
絵 Coloring Book ●JAN：4549131464566

文具・電気

86416674

癒しの塗り絵（マリンライフ、５
０ページ）

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●サイズ： 25cm×25cm×0.6cm 9.8in×9.8in×0.2in
重量： 340ｇ材質： 紙 paper内容数： 1本入 ●塗り
絵 Coloring Book ●JAN：4549131464573

文具・電気

86416675

癒しの塗り絵（ラブパラダイ
ス、５０ページ）

●単価324円（税込）×36

¥11,664

●サイズ： 25cm×25cm×0.6cm 9.8in×9.8in×0.2in
重量： 340ｇ材質： 紙 paper内容数： 1本入 ●塗り
絵 Coloring Book ●JAN：4549131464580

文具・電気

86416676

３０形環形蛍光ランプ昼白色Ｆ
ＣＬ３０Ｎ／２８－ＤＳ２

●単価324円（税込）×60

¥19,440

●重量： 220ｇ色： ホワイト1個材質： ガラス、アルミ
合金 Glass.Aluminum alloy内容数： 1個入 ●白くさわ
やかな光 昼白色 White crisp light Daylight white
●JAN：4549131485080

商品画像

商品名

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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カテゴリ

ＵＣＨＩＤＡＳ
申込番号

文具・電気

86416677

文具・電気

文具・電気

86416678

86416679

商品画像

商品名

ブックスタンド ３００円 奥行
２６×幅２１×高さ１８ｃｍ

掛け時計（直径３０ｃｍ）Ｋ８１４

腕時計電池交換工具

単価×入数

販売価格
（税込）

商品仕様

●単価324円（税込）×16

¥5,184

●重量： 631色： ブラック ８材質： ポリスチレン内容
数： 8入×2BOX ●タイ製 300円商品 ●JAN：
4984355077909

¥8,640

●サイズ： 30cm×4cm×30cm 11.8in×1.6in×11.8in
重量： 520ｇ色： ホワイト3個、ブラック2個材質： ポリ
プロピレン、ガラス Polypropylene Glassアソート商品
（JAN）： ホワイト 3pcs、ブラック 2pcs White 3pcs
Black 2pcs内容数： 1個入 ●使用電池：マンガン・ア
ルカリ1.5V 単３乾電池１本 Battery 1 AA alkaline
battery 1.5V ●JAN：4549131316261

¥20,736

●サイズ： 13cm×1.6cm×2.4cm 5.11in×0.62in×
0.94in重量： 120.8ｇ色： イエロー5個、ブルー3個材
質： ステンレス、ABS樹脂、スチール Zinc alloy
Stainless steel Acrylonitrile-butadiene-styrene Steel
色々価格（JAN）： なしアソート商品（JAN）： なし内容
数： 3個1個 ●アイルーペ 3.3ｘ3.9ｘ3.9 1pcs ナイフ式
裏ぶたオープン 11.5ｘ1.6ｘ0.5 1pcs 2点支持式裏ふた
オープン 13ｘ1.6ｘ2.4 1pcs 電池交換裏ブタの開け閉め
に ●JAN：4549131323924

●単価432円（税込）×20

●単価432円（税込）×48

文具・電気

86416680

コード付タップ２．５ｍ３個口Ｌ
６６５

●単価432円（税込）×48

¥20,736

●重量： 240ｇ色： 白12個材質： ABS樹脂、塩化ビニ
ル樹脂、銅 ABS resin Polyvinyl chloride Copper内容
数： 1個入 ●合計使用量は１５００Wまでです。 ト
ラッキング火災防止のための絶縁カバー付き。 Total
consumption Up to 1500W With insulated cover to
prevent tracking fires caused by dust build up or
humidity. ●JAN：4549131333336

文具・電気

86416681

スケジュールボード ４０×３０
ｃｍ（裏ＭＤＦ）

●単価432円（税込）×24

¥10,368

●重量： 540ｇ材質： ＰＶＣ 鉄 ＭＤＦ PVC IRON
MDF内容数： 1個入 ●スケジュールボード ４０×３０
ｃｍ（裏ＭＤＦ） SCHEDULE BOARD HORIZONTAL
40x30cm ●JAN：4549131460469

文具・電気

86416682

節電スイッチ付３個ロコード
タップ９０ｃｍ

●単価432円（税込）×96

¥41,472

●重量： 135ｇ材質： ABS樹脂 PVC 銅 ABS PVC
Copper内容数： 1個入 ●節電スイッチ付３個口コード
タップ90cm Extension Cords ●JAN：4549131468618

※本商品はご注文頂いてから８営業日いただいています。
※メーカー都合により予告なく中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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