
UCHIDAS入荷未定商品 2020年5月27日時点

ページ 小カテゴリ 申込番号 商品名 状況

1173・保健91 アルコールスプレー 86374644 ティポス除菌アルコールスプレー 入荷未定
1068・理科230 アルコールスプレー 86367078 ピストルスプレー５００ｃｃ 入荷未定

1134・理264・保178 アルコールタオル 86367126 エリエール　除菌できるアルコールタオル　１００枚 入荷未定
1134・理264・保178 アルコールタオル 86367127 除菌できるアルコールタオル　詰め替え用　８０枚 入荷未定
1134・理264・保179 アルコールタオル 86172172 アルコールタオル　ショードックＳ１００枚 入荷未定

理264・保179 アルコールタオル 86370199 アルコールタオル　ショードック　詰替用 入荷未定
1134・保178 ウェットティッシュ 86370176 キレイキレイお手ふきウェットシート 入荷未定
1134・保178 ウェットティッシュ 86370336 ビオレｕウェットシート　ノンアルコール 入荷未定
1134・保178 ウェットティッシュ 86370337 ビオレｕウェットシート　アルコール 入荷未定
1134・保178 ウェットティッシュ 86370363 極厚除菌アルコールウェットティッシュ 入荷未定
1134・保178 ウェットティッシュ 86372429 キレイキレイ９９．９９％除菌ウェットシート　３０枚 入荷未定

1134・理264・保178 ウェットティッシュ 86370356 スコッティ　ウェットティシュー１５０枚 入荷未定
1134・理264・保178 ウェットティッシュ 86370357 スコッティ　ウェットティシュー　詰替１３０枚 入荷未定

保179 ウェットティッシュ 86370368 エリエール除菌できるアルコールタオル大容量つめかえ用４００枚 入荷未定
1159・保24 ガーゼ 86203014 カットガーゼ　　６枚入 入荷未定
1159・保24 ガーゼ 86374112 ＦＣステラーゼＳ　５ｃｍ×５ｃｍ　１２入 入荷未定
1159・保24 ガーゼ 86374113 ＦＣステラーゼＭ　７．５ｃｍ角　１０入 入荷未定
1159・保24 ガーゼ 86374114 ＦＣステラーゼＬ　７．５×１０ｃｍ　８入 入荷未定
1159・保25 ガーゼ 86374788 ガーゼ布　　Ｎｏ．０１２０６ 入荷未定

保24 ガーゼ 86374590 ガーゼステラーゼ　５×　５ｃｍ　５０袋 入荷未定
保24 ガーゼ 86374591 ガーゼステラーゼ７．５×７．５ｃｍ５０袋 入荷未定
保24 ガーゼ 86374592 ガーゼステラーゼ７．５×１０ｃｍ　５０袋 入荷未定
保25 ガーゼ 86374938 １０ｍ綿ガーゼ　Ｈ１７３３ 入荷未定

1159・理287・保25 ガーゼ 86374523 巻ガーゼ　３０ｃｍ幅×１０ｍ 入荷未定
1159・理287・保37 包帯・テープ・固定用品 86374501 さらし 入荷未定
132・理284・保226 ゴム 86081124 平ゴム　幅５ｍｍ×３０ｍ 入荷未定
133・理284・保226 ゴム 86082260 丸ゴム　１０ｍ　白 入荷未定

483 家庭科 86172439 健康塩分計 入荷未定
476 家庭科 86172784 ガラス窓付　フライパンカバー 入荷未定

1139・保健135 スプレーボトル 86372235 つめかえボトルポンプ　クリア　＃６５０ 入荷未定
1068・理科230 スプレーボトル 86379321 振り子式スプレーボトル 入荷未定

1134・理264・保178 ティッシュペーパー 86370356 スコッティ　ウェットティシュー１５０枚 入荷未定
1134・保178 ティッシュペーパー 86370351 水に流せるポケットティッシュ６００個入 入荷未定
1134・保178 ティッシュペーパー 86370361 ディズニーミニポケットティッシュ９００個入 入荷未定
1134・保178 ティッシュペーパー 86370362 ジャパニーズスタイルポケットティッシュ９００個入 入荷未定
1127・保171 トイレクリーナー（洗剤） 86370390 スクラビングバブル　アルコール除菌トイレ用　本体３００ＭＬ 入荷未定
1127・保171 トイレクリーナー（洗剤） 86370391 スクラビングバブル　アルコール除菌トイレ用　詰替２５０ＭＬ 入荷未定
1127・保171 トイレ用品 86370424 便座除菌クリーナー　便座きれいくんＶ　５Ｌ　　５０２７４ 入荷未定
1131・保175 トイレ用品 86370229 ロールペーパーホルダー グリーン 入荷未定
1136・保182 ペーパータオル 86370340 ペーパータオル　トイレ流せます！３個パック 入荷未定
1136・保160 ペーパータオル 86370406 【VOL13で中止】ペーパーハンド　タオル　Nソピ-1 入荷未定
1136・保160 ペーパータオル 86370407 【VOL13で中止】ペーパーハンド　タオル　Nソピ-1 ×80 入荷未定
1114・保163 マイクロファイバークロス 86367479 ふきん　トレシー（Ｒ）家じゅうキレイ 入荷未定
1176・保42 マスク・感染予防関連品 86375131 安心・清潔マスク　ふつうサイズ　４０枚 入荷未定
1176・保42 マスク・感染予防関連品 86375291 やわらかマスク　個装タイプ　小さめ　３０枚　Ｈ８４９６ 入荷未定
1176・保42 マスク・感染予防関連品 86375292 やわらかマスク　個装タイプ　ふつう　３０枚　Ｈ８４９５ 入荷未定

保42 マスク・感染予防関連品 86375201 個装マスク　小さめサイズ　５０枚　Ｈ１７０４ 入荷未定
保42 マスク・感染予防関連品 86375202 個装マスク　フリーサイズ　５０枚　Ｈ１７０５ 入荷未定

1176・保43 マスク・感染予防関連品 86374663 ＢＭＣフィットマスク５０枚入　レギュラー 入荷未定
1176・保43 マスク・感染予防関連品 86374664 ＢＭＣフィットマスク５０枚入　レディ＆ジ 入荷未定
1176・保43 マスク・感染予防関連品 86374665 フィットマスク　キッズ（５０枚入） 入荷未定
1176・保43 マスク・感染予防関連品 86375321 フィットマスク　レギュラー（７枚入） 入荷未定
1176・保43 マスク・感染予防関連品 86375322 フィットマスク　レディース＆ジュニア（７枚入） 入荷未定
1176・保43 マスク・感染予防関連品 86375323 フィットマスク　キッズ（７枚入） 入荷未定
1176・保44 マスク・感染予防関連品 86374025 使いすてクリーンマスク　60枚入 入荷未定
1176・保44 マスク・感染予防関連品 86374186 子供用使い捨てクリーンマスク 入荷未定
1176・保44 マスク・感染予防関連品 86374814 女性のためのメガネくもりにくいマスク 入荷未定
1176・保44 マスク・感染予防関連品 86375186 メガネがくもらないマスク５Ｐ 入荷未定
541・保43 マスク・感染予防関連品 86375130 やわらかマスク　こども　Ｈ１７８７ 入荷未定
541・保43 マスク・感染予防関連品 86375132 やわらかマスク　小さめ　　Ｈ１７１３ 入荷未定
541・保43 マスク・感染予防関連品 86375133 やわらかマスク　ふつう　　Ｈ１７１４ 入荷未定

保43 マスク・感染予防関連品 86374265 サージカルマスク３号　５０枚入 入荷未定
保44 マスク・感染予防関連品 86374777 咳エチケットマスク（児童用マスク）Ｓ　５０枚組 入荷未定
保44 マスク・感染予防関連品 86374778 咳エチケットマスク（フェイスマスク）Ｌ　５０枚組 入荷未定
保44 マスク・感染予防関連品 86374779 センターワイヤーマスク６０枚組 入荷未定

1177・保48 マスク・感染予防関連品 86375259 ハクゾウプラスチックグローブＭＦ　Ｓ　３０２４１１１ 入荷未定
1177・保48 マスク・感染予防関連品 86375260 ハクゾウプラスチックグローブＭＦ　Ｍ　３０２４１１２ 入荷未定
1177・保48 マスク・感染予防関連品 86375261 ハクゾウプラスチックグローブＭＦ　Ｌ　３０２４１１３ 入荷未定
1177・保53 マスク・感染予防関連品 86374639 ＷＩＳＭプラスチックガウン２０枚入ブルー 入荷未定
1177・保54 マスク・感染予防関連品 86375255 ハクゾウプラスチックガウンＧＰ　　３０８７５９５ 入荷未定
1177・保95 マスク・感染予防関連品 86375203 ディスポキャップ　ブルー　　Ｈ１６５９ 入荷未定

1177・理84・保53 マスク・感染予防関連品 86375050 使い捨てエプロン袖付　１０枚入　Ｓサイズ 入荷未定
1177・理84・保53 マスク・感染予防関連品 86375051 使い捨てエプロン袖付　１０枚入　Ｍサイズ 入荷未定
1177・理84・保53 マスク・感染予防関連品 86375052 使い捨てエプロン袖付　１０枚入　Ｌサイズ 入荷未定

保53 マスク・感染予防関連品 86374263 プラスチックエプロン袖付　２０枚 入荷未定
1174 マスク・感染予防関連品 86375279 クレベリンＧ１５０ｇ　白　１１０００５０７０ 入荷未定
1174 マスク・感染予防関連品 86374546 クレベリンＳ（二酸化塩素ガス溶存液）１本 入荷未定
1174 マスク・感染予防関連品 86375277 クレベリンＧスティックタイプつめかえ用　　１１００１０６５４ 入荷未定
1174 マスク・感染予防関連品 86375276 クレベリンＧスティックタイプ６本用ケース 入荷未定

1182・保104 マスク・感染予防関連品 86375376 うがい薬　コロロ　１ＬＰ付　　１２２０８ 入荷未定
1177・保95 汚物処理・嘔吐物処理 86374576 シューズカバー　６足組 入荷未定
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1179・保75 汚物処理・嘔吐物処理 86374712 ルビスタ嘔吐物処理キット　4987060008275 入荷未定
669・理89 温度計 86153660 放射温度計　　MT-006 入荷未定
669・理89 温度計 86154219 赤外線温度計　　Ｏ－６０４　Ｒ１１５６ 入荷未定
669・理89 温度計 86153919 レーザーマーカー付き赤外線放射温度計　ＡＤ－５６３５ 入荷未定
541・保45 学校給食 86183009 給食マスク　２枚入 入荷未定

1186・保110 環境測定・環境改善 86375066 気化式加湿器　ホワイト　ＦＥ－ＫＸＦ１５－Ｗ 入荷未定
1186・保110 環境測定・環境改善 86375160 スーパー次亜水専用噴霧器　ステリ舞 入荷未定
1186・保110 環境測定・環境改善 86374771 デジタル温湿度計「オプシスプラス」　白 入荷未定
1186・保110 環境測定・環境改善 86374772 デジタル温湿度計「オプシスプラス」ピンク 入荷未定
1186・保110 環境測定・環境改善 86374773 デジタル温湿度計「オプシスプラス」ブルー 入荷未定
1186・保110 環境測定・環境改善 86375249 デジタル温湿度計　ルーモ　ホワイト　Ｏ－２９３ＷＴ 入荷未定
1186・保110 環境測定・環境改善 86375250 デジタル温湿度計　ルーモ　ピンク　Ｏ－２９３ＰＫ 入荷未定
1186・保110 環境測定・環境改善 86375251 デジタル温湿度計　ルーモ　ブルー　Ｏ－２９３ＢＬ 入荷未定
1175・保93 環境測定・環境改善 86374658 空間除菌Ｄｅｗ用スプレーボトル（容器のみ 入荷未定
1186・保110 環境測定・環境改善 86375158 ハンディスプレー３本セット（スペアガン付）ＳＪ－ＨＮＤ３ 入荷未定
1186・保110 環境測定・環境改善 86375158 ハンディスプレー３本セット（スペアガン付）ＳＪ－ＨＮＤ３ 入荷未定
1172・保90 手指消毒用品 86374714 アルボナース　５００ｍＬポンプ付 入荷未定
1172・保90 手指消毒用品 86375246 アルボナース　パウチ　９００ｍｌ　　１４５１９ 入荷未定
1172・保90 手指消毒用品 86374140 手指消毒液アルボナース１Ｌ　ポンプ付 入荷未定
1172・保90 手指消毒用品 86374217 手指消毒液　アルボナース補充用　４Ｌ 入荷未定
1172・保90 手指消毒用品 86374512 手指消毒液　ハンドスキッシュＥＸ　本体 入荷未定
1172・保90 手指消毒用品 86374513 手指消毒液　ハンドスキッシュＥＸ　付替用 入荷未定
1172・保90 手指消毒用品 86374514 手指消毒液ハンドスキッシュＥＸ替４．５Ｌ 入荷未定
1172・保90 手指消毒用品 86374228 薬用ハンドローション１Ｌポンプ付 入荷未定
1172・保90 手指消毒用品 86374275 薬用ハンドローション　４．８Ｌ　詰替用 入荷未定
1172・保90 スプレーボトル 86374271 ポンプ式スプレーボトル　６５０ｍｌ用 入荷未定
1172・保90 スプレーボトル 86374314 ポンプ式スプレーボトル６５０ｍｌ×６ 入荷未定
1173・保91 手指消毒用品 86372432 業務用キレイキレイ　泡で出る消毒液　５５０ｍＬ 入荷未定
1173・保91 手指消毒用品 86375096 キレイキレイ　泡で出る消毒液４Ｌ 入荷未定
1173・保91 対物用消毒用品 86374311 軽）エークイックプロ５００ｍｌ　スプレーヘッド付 入荷未定
1173・保91 対物用消毒用品 86374297 軽）噴霧・対物用消毒液　エークイックプロ　５Ｌ 入荷未定
1173・保91 対物用消毒用品 86374300 軽）噴霧・対物用消毒液　メルフレッシュ　５Ｌ 入荷未定
1173・保91 手指消毒用品 86374079 アルコール除菌補充用４Ｌ 入荷未定
1138・保134 手洗いせっけん 86372152 ミューズ　オリジナルタイプレギュラー３P　９５ｇX３ 入荷未定
1140・保136 手洗いせっけん 86372165 キレイキレイ薬用ハンドソープ　ポンプ 入荷未定
1140・保136 手洗いせっけん 86372033 キレイキレイ薬用ハンドソープ　つめかえ用　２００ｍｌ 入荷未定
1140・保136 手洗いせっけん 86372038 業務用　キレイキレイハンドソープ　４Ｌ 入荷未定
1140・保136 手洗いせっけん 86372110 キレイキレイ薬用ハンドソープ　１０Ｌ 入荷未定
1140・保136 手洗いせっけん 86372041 キッチンミューズ　２５０ｍｌ 入荷未定
1140・保136 手洗いせっけん 86372042 キッチンミューズ　替　　２００ｍｌ 入荷未定
1140・保136 手洗いせっけん 86372230 アルボース石鹸液ｉ　１０３０ 入荷未定
1140・保136 手洗いせっけん 86372364 ｋａｏ薬用ハンドソープ　４．５Ｌ 入荷未定
1141・保137 手洗いせっけん 86372452 シャボネット石鹸液　ユ・ム　３ｋｇ　カップ＆ノズル無し 入荷未定
1141・保137 手洗いせっけん 86372456 シャボネット石鹸液　ユ・ム　３ｋｇ　カップ＆ノズル無し×３個 入荷未定
1141・保137 手洗いせっけん 86372453 シャボネット石鹸液　ピンク３Ｋｇ　カップ＆ノズル無し 入荷未定
1141・保137 手洗いせっけん 86372457 シャボネット石鹸液　ピンク３Ｋｇ　カップ＆ノズル無し×３個 入荷未定
1141・保137 手洗いせっけん 86372100 シャボネット石鹸液　５００ｇ　ユ・ム 入荷未定
1142・保138 手洗いせっけん 86372251 シャボネット石鹸液　Ｐ－５　５ｋｇ 入荷未定
1142・保138 手洗いせっけん 86372426 ビオレｕ　泡ハンドソープ　大容量ポンプ　５００ｍL 入荷未定
1142・保138 手洗いせっけん 86372135 ビオレｕ　泡ハンドソープ　マイルドシトラスの香り　２５０ｍL 入荷未定
1142・保138 手洗いせっけん 86372338 ビオレｕ泡ハンドソープ　フルーツ　本体 入荷未定
1142・保138 手洗いせっけん 86372096 ビオレｕ泡ハンドソープ詰替用マイルドシトラス　４５０ml 入荷未定
1142・保138 手洗いせっけん 86372229 ビオレｕ泡ハンドソープ詰替用マイルドシトラス業務用４Ｌ 入荷未定
1142・保138 手洗いせっけん 86372339 ビオレｕ泡ハンドソープ　フルーツ　詰替用４５０ｍｌ 入荷未定
1142・保138 手洗いせっけん 86372340 ビオレｕ泡ハンドソープ　フルーツ業務用４Ｌ 入荷未定
1142・保138 手洗いせっけん 86372166 キレイキレイ薬用泡ハンドソープ　本体 入荷未定
1142・保138 手洗いせっけん 86372430 キレイキレイ泡ハンドソープ　シトラス　本体大型　５００ｍＬ 入荷未定
1142・保138 手洗いせっけん 86372036 キレイキレイ薬用泡ハンドソープ　つめかえ用　２００ｍｌ 入荷未定
1142・保138 手洗いせっけん 86372167 キレイキレイ薬用泡ハンドソープ２Ｌ×１本 入荷未定
1142・保138 手指消毒用品 86372433 業務用キレイキレイ薬用泡ハンドソープ　１０Ｌ 入荷未定
1142・保138 手洗いせっけん 86372039 無添加せっけん泡のハンドソープ３５０ｍＬ 入荷未定
1142・保138 手洗いせっけん 86372040 無添加せっけん泡のハンドソープ詰替用３００ｍｌ 入荷未定
1142・保138 手洗いせっけん 86372384 無添加せっけん泡のハンドソープ詰替用３Ｌ 入荷未定
1156・保37 清浄綿 86374827 アイ浄綿　１４包　Ｈ１７８５ 入荷未定
1143・保139 洗面所 86372346 フレッシュブリーズ用スプレー容器　ＦＵ７１２－０００Ｘ－ＭＢ 入荷未定
1119・保165 掃除用洗剤・ワックス用品 86367194 超電水クリーンシュ！シュ！ 入荷未定
1119・保165 掃除用洗剤・ワックス用品 86367195 超電水クリーンシュ！シュ！詰替用 入荷未定
1150・保56 体温計 86374008 電子体温計けんおんくん（抗菌・ブザー付）　ＭＣ－１７０ 入荷未定
1150・保56 体温計 86374623 電子体温計　ＭＣ－６８１ 入荷未定
1150・保56 体温計 86374865 電子体温計　ＭＣ－１６００Ｗ－ＨＰ 入荷未定
1150・保56 体温計 86374866 電子体温計　ＭＣ－１６００Ｗ－ＨＰ　×６　（ＭＣ-１６００Ｗ 入荷未定
1151・保57 体温計 86374765 オムロン電子体温計　　ＭＣ－６８２ 入荷未定
1151・保57 体温計 86375091 電子体温計　　ＢＴ４７０ＢＬ 入荷未定
1151・保57 体温計 86374764 やわらかタッチ体温計　ＴＯ－２００ＰＫ 入荷未定
1150・保56 体温計 86374480 シチズン　電子体温計　ＣＴＥ５０１ 入荷未定
1150・保56 体温計 86374323 テルモ電子体温計Ｃ２３１防水バックライト 入荷未定
1150・保56 体温計 86374324 テルモ電子体温計　Ｃ２３０ 入荷未定
1150・保56 体温計 86374547 テルモ電子体温計ＥＴ－Ｃ２０５Ｓ 入荷未定
1151・保57 体温計 86374549 テルモ　メロディ音体温計　Ｐ３３０ 入荷未定

1032・理278・保56 ボタン電池・コイン電池 86361122 アルカリボタン電池ＬＲ４１Ｐ 入荷未定
1173・保91 対物用消毒用品 86375284 クイックルＪｏａｎ　除菌スプレー　本体 入荷未定
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1173・保91 対物用消毒用品 86375285 クイックルＪｏａｎ　除菌スプレー　詰替 入荷未定
1173・保91 対物用消毒用品 86375286 クイックルＪｏａｎ　除菌シート　本体 入荷未定
1173・保91 対物用消毒用品 86375287 クイックルＪｏａｎ　除菌シート　詰替用 入荷未定
1175・保93 対物用消毒用品 86374919 プロプラス防菌ウェットワイパー　詰替　ＢＷ１５３０－ＷＢ 入荷未定
1175・保93 対物用消毒用品 86374920 プロプラス防菌ウェットワイパー　バケツ　ＢＷ１５３０－ＷＢ 入荷未定
1172・保90 対物用消毒用品 86374388 自動手指消毒器　アルサット　ＡＬ１０ 入荷未定
1175・保93 対物用消毒用品 86374802 除菌水用スプレー容器　遮光５００ｍｌ×３ 入荷未定
1174・保92 対物用消毒用品 86374711 環境除菌洗浄剤ルビスタ用スプレーボトル 入荷未定
1174・保92 対物用消毒用品 86374709 環境除菌洗剤用　ルビスタワイプ１００枚入 入荷未定
1174・保92 対物用消毒用品 86374707 環境除菌洗浄剤ルビスタパウダー５ｇ×１２ 入荷未定
1174・保92 対物用消毒用品 86374710 環境除菌ルビスタワイプ詰替用　１００枚 入荷未定
1215・保199 台所用洗剤・漂白剤 86377413 キッチンアルペット　３００ｍｌ　スプレータイプ 入荷未定
1215・保199 台所用洗剤・漂白剤 86377414 キッチンアルペット　２．７Ｌ　ノズル付き 入荷未定
1169・保87 冷却用品・保温用品 86375288 めぐりズム　蒸気でホットうるおいマスク　無香料　３枚入 入荷未定
1169・保87 冷却用品・保温用品 86375289 めぐりズム蒸気でホットうるおいマスクラベンダーミント３枚入 入荷未定

856 冷却用品・保温用品 86285967 ＯＡウエットティッシュ　液晶画面用８０枚 入荷未定
856 冷却用品・保温用品 86286112 ＯＡウェットティッシュ詰替（液晶用） 入荷未定

1177・保46 マスク・感染予防関連品 86374921 イグザムグローブ・ノーパウダーＴ　ＳＳ　　８８６５ＮＴ 入荷未定
1177・保46 マスク・感染予防関連品 86374922 イグザムグローブ・ノーパウダーＴ　Ｓ　８８６６ＮＴ 入荷未定
1177・保46 マスク・感染予防関連品 86374923 イグザムグローブ・ノーパウダーＴ　Ｍ　８８６７ＮＴ 入荷未定
1177・保46 マスク・感染予防関連品 86374924 イグザムグローブ・ノーパウダーＴ　Ｌ　８８６８ＮＴ 入荷未定
1177・保46 マスク・感染予防関連品 86374198 クリーンハンドグローブＳ（１００枚入り） 入荷未定
1177・保46 マスク・感染予防関連品 86374199 クリーンハンドグローブＭ（１００枚入り） 入荷未定
1177・保46 マスク・感染予防関連品 86374200 クリーンハンドグローブＬ（１００枚入り） 入荷未定

保46 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367953 天然ゴム極薄手袋Ｓ　１００枚入り　　３１９－１００ 入荷未定
保46 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367954 天然ゴム極薄手袋Ｍ　１００枚入り　　３１９－１００ 入荷未定
保46 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367955 天然ゴム極薄手袋Ｌ　１００枚入り　　３１９－１００ 入荷未定
保46 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368075 天然ゴム極薄手袋　１０枚入　Ｓ 入荷未定
保46 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368076 天然ゴム極薄手袋　１０枚入　Ｍ 入荷未定
保46 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368077 天然ゴム極薄手袋　１０枚入　Ｌ 入荷未定
保46 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368228 ＃８１３　天然ゴム　極薄手　Ｓ　１００枚 入荷未定
保46 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368229 ＃８１３　天然ゴム　極薄手　Ｍ　１００枚 入荷未定
保46 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368230 ＃８１３　天然ゴム　極薄手　Ｌ　１００枚 入荷未定

1121・保47 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368171 手袋８８４　ニトリストホワイトＳＳ　ホワイト 入荷未定
1121・保47 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368172 手袋８８４　ニトリストホワイトＳ　ホワイト 入荷未定
1121・保47 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368173 手袋８８４　ニトリストホワイトＭ　ホワイト 入荷未定
1121・保47 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368174 手袋８８４　ニトリストホワイトＬ　ホワイト 入荷未定
1121・保47 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368231 ８８４　ニトリストホワイトＬＬ 入荷未定
1121・保47 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368216 ８８２　ニトリスト・タッチ　ＳＳ　ブルー 入荷未定
1121・保47 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368217 ８８２　ニトリスト・タッチ　Ｓ　ブルー 入荷未定
1121・保47 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368218 ８８２　ニトリスト・タッチ　Ｍ　ブルー 入荷未定
1121・保47 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368219 ８８２　ニトリスト・タッチ　Ｌ　ブルー 入荷未定
1121・保47 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368220 ８８２　ニトリスト・タッチ　ＬＬ　ブルー 入荷未定
1121・保52 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367950 極薄ニトリル手袋Ｓ　１００枚入り　　１７５０－１００ 入荷未定
1121・保52 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367951 極薄ニトリル手袋Ｍ　１００枚入り　　１７５０－１００ 入荷未定
1121・保52 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367952 極薄ニトリル手袋Ｌ　１００枚入り　　１７５０－１００ 入荷未定

保47 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367940 ８８５　ロゼピンクのつかいきり手袋　Ｓ 入荷未定
保47 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367941 ８８５　ロゼピンクのつかいきり手袋　Ｍ 入荷未定
保47 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367942 ８８５　ロゼピンクのつかいきり手袋　Ｌ 入荷未定

1177・保48 マスク・感染予防関連品 86375259 ハクゾウプラスチックグローブＭＦ　Ｓ　３０２４１１１ 入荷未定
1177・保48 マスク・感染予防関連品 86375260 ハクゾウプラスチックグローブＭＦ　Ｍ　３０２４１１２ 入荷未定
1177・保48 マスク・感染予防関連品 86375261 ハクゾウプラスチックグローブＭＦ　Ｌ　３０２４１１３ 入荷未定

1121・理84・保48 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368165 ８０７　ビニール極薄手　Ｓ　半透明 入荷未定
1121・理84・保48 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368166 ８０７　ビニール極薄手　Ｍ　半透明 入荷未定
1121・理84・保48 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368167 ８０７　ビニール極薄手　Ｌ　半透明 入荷未定

保48 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367582 ナイスハンドサラットタッチ　Ｓ　ピンク 入荷未定
保48 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367583 ナイスハンドサラットタッチ　Ｍ　ピンク 入荷未定
保48 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367584 ナイスハンドサラットタッチ　Ｌ　グリーン 入荷未定
保48 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368168 手袋　さらっとタッチセミロング　Ｓ　パールピンク 入荷未定
保48 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368169 手袋　さらっとタッチ　セミロング　Ｍ　パールピンク 入荷未定
保48 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368170 手袋　さらっとタッチ　セミロング　Ｌ　パールオレンジ 入荷未定

1120・保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368107 ナイスハンドするっとタッチ　Ｓピンク　１双入　　５２８７２６ 入荷未定
1120・保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368108 ナイスハンドするっとタッチ　Ｍピンク　１双入　　５２１２２３ 入荷未定
1120・保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368109 ナイスハンドするっとタッチ　Ｌブルー　１双入　　５２１２２４ 入荷未定
1120・保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367844 ショーワ　ナイスハンドミュー　薄手　Ｓ　ピンク 入荷未定
1120・保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367845 ショーワ　ナイスハンドミュー　薄手　Ｍ　ピンク 入荷未定
1120・保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367846 ショーワ　ナイスハンドミュー　薄手　Ｍ　グリーン 入荷未定
1120・保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367847 ショーワ　ナイスハンドミュー　薄手　Ｌ　グリーン 入荷未定

保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367848 ショーワ　ナイスハンドミュー　薄手　Ｓ　ピンク　×２０ 入荷未定
保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367849 ショーワ　ナイスハンドミュー　薄手　Ｍ　ピンク　×２０ 入荷未定
保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367850 ショーワ　ナイスハンドミュー　薄手　Ｍ　グリーン　×２０ 入荷未定
保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367851 ショーワ　ナイスハンドミュー　薄手　Ｌ　グリーン　×２０ 入荷未定

1120・理84・保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367852 ショーワ　ナイスハンド　ミュー　中厚手　Ｓ　ピンク 入荷未定
1120・理84・保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367853 ショーワ　ナイスハンド　ミュー　中厚手　Ｍ　ピンク 入荷未定
1120・理84・保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367854 ショーワ　ナイスハンド　ミュー　中厚手　Ｍ　グリーン 入荷未定
1120・理84・保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367855 ショーワ　ナイスハンド　ミュー　中厚手　Ｌ　グリーン 入荷未定

保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367856 ショーワ　ナイスハンド　ミュー　中厚手　Ｓ　ピンク　×１０ 入荷未定
保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367857 ショーワ　ナイスハンド　ミュー　中厚手　Ｍ　ピンク　×１０ 入荷未定
保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367858 ショーワ　ナイスハンド　ミュー　中厚手　Ｍ　グリーン　×１０ 入荷未定
保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367859 ショーワ　ナイスハンド　ミュー　中厚手　Ｌ　グリーン　×１０ 入荷未定

1120・保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367860 ナイスハンドミュー　厚手Ｓ　ピンク 入荷未定
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1120・保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367861 ナイスハンドミュー　厚手Ｍ　ピンク 入荷未定
1120・保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367862 ナイスハンドミュー　厚手Ｍ　バイオレット 入荷未定
1120・保49 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367863 ナイスハンドミュー　厚手Ｌ　バイオレット 入荷未定

1120・理84・保50 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86377275 ナイスハンドプティＸＳ　マゼンタ 入荷未定
1120・保50 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368163 手袋１４０腕カバー付　ニュー厚手　Ｍ　ピンク 入荷未定
1120・保50 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86368164 手袋１４０腕カバー付　ニュー厚手　Ｌ　バイオレット 入荷未定
1120・保50 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367819 手肌をいたわる手袋　フリー　１双入　　７１７９１８ 入荷未定

1049・理85・保50 軍手・グローブ 86364003 スムス手袋　マチ無し　Ｓ　１２双 入荷未定
1049・理85・保50 軍手・グローブ 86364004 スムス手袋　マチ無し　Ｍ　１２双 入荷未定
1049・理85・保50 軍手・グローブ 86364005 スムス手袋　マチ無し　Ｌ　１２双 入荷未定

1177・保51 マスク・感染予防関連品 86374668 ニュージャストヘルパーグローブ　ＳＳ 入荷未定
1177・保51 マスク・感染予防関連品 86374669 ニュージャストヘルパーグローブ　Ｓ 入荷未定
1177・保51 マスク・感染予防関連品 86374670 ニュージャストヘルパーグローブ　Ｍ 入荷未定
1177・保51 マスク・感染予防関連品 86374671 ニュージャストヘルパーグローブ　Ｌ 入荷未定

保51 マスク・感染予防関連品 86374826 ポリエチレン手袋　内エンボス　Ｍ　Ｈ２０１６ 入荷未定
540・理84・保51 学校給食 86183061 マイジャストグローブ　３Ｓ　２００枚入 入荷未定
540・理84・保51 学校給食 86183062 マイジャストグローブ　ＳＳ　２００枚入 入荷未定
540・理84・保51 学校給食 86183063 マイジャストグローブ　Ｓ　２００枚入 入荷未定
540・理84・保51 学校給食 86183064 マイジャストグローブ　ＭＳ　２００枚入 入荷未定
540・理84・保51 学校給食 86183065 マイジャストグローブ　Ｍ　２００枚入 入荷未定
540・理84・保51 学校給食 86183066 マイジャストグローブ　ＭＬ　２００枚入 入荷未定
540・理84・保51 学校給食 86183067 マイジャストグローブ　Ｌ　１８０枚入 入荷未定

540・保51 学校給食 86183068 エンボス手袋ロング五本絞り　Ｓ　５０枚 入荷未定
540・保51 学校給食 86183069 エンボス手袋ロング五本絞り　Ｍ　５０枚 入荷未定
540・保51 学校給食 86183070 エンボス手袋ロング五本絞り　Ｌ　５０枚 入荷未定
1121・保52 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367589 ポリエチ手袋　Ｓ　１００枚 入荷未定
1121・保52 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367590 ポリエチ手袋　Ｍ　１００枚 入荷未定
1121・保52 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367591 ポリエチ手袋　Ｌ　１００枚 入荷未定
1121・保52 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367947 ポリエチレン手袋Ｓ　１００枚入り　　１７２０－１００ 入荷未定
1121・保52 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367948 ポリエチレン手袋Ｍ　１００枚入り　　１７２０－１００ 入荷未定
1121・保52 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367949 ポリエチレン手袋Ｌ　１００枚入り　　１７２０－１００ 入荷未定

1121・理84・保52 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367429 ハイテックポリエチグローブ　Ｓ　２００枚 入荷未定
1121・理84・保52 ゴム手袋・ポリエチレン手袋 86367430 ハイテックポリエチグローブ　Ｍ　２００枚 入荷未定

469・理284 裁縫消耗品 86172538 家庭糸（細口）　白 入荷未定
471 裁縫消耗品 86172545 お徳用ソフトゴム　６コール 入荷未定
471 裁縫消耗品 86176546 ファイルワゴン　　ＷＧ－５０Ｎ 入荷未定
471 裁縫消耗品 86172547 お徳用ソフトゴム　１０コール 入荷未定
471 裁縫消耗品 86172548 お徳用ソフトゴム　１２コール 入荷未定
469 裁縫消耗品 86172604 スパンミシン糸ボビン巻　白　７００ｍ 入荷未定
469 裁縫消耗品 86172602 スパンミシン糸ボビン巻　白　２００ｍ 入荷未定
471 裁縫消耗品 86172545 お徳用ソフトゴム　６コール 入荷未定
587 ベビー用品 86181013 手・くちふきとりナップ　詰めかえ用　２個パック 入荷未定
858 ラミネーター 86302479 試）２ローラーラミネーター　Ｌ２１４Ａ３　　Ｌ２１４ 入荷未定
858 ラミネーター 86302480 試）４ローラーラミネーター　Ｌ４０９Ａ３　　Ｌ４０９Ａ３ 入荷未定

588・保136 その他 86181037 おててポン　ブルー 入荷未定
588・保136 その他 86181038 おててポン　ピンク 入荷未定

312 なわとび 86127592 瞬足なわとびＢＭ　ベリーピンク　１０３５４９ 入荷未定
1143・保139 消臭剤・芳香剤 86372163 緑茶成分入り　ファブリーズＷ除菌　詰め替え用　３２０ｍｌ 入荷未定

542 学校給食 86183050 食卓クイックルスプレー　本体３００ｍＬ 入荷未定
450 筝爪 86170270 箏爪フリーサイズ（生田流）　６個入 入荷未定
1108 モップ 86367694 ●フイトルモップ　５０　本体　糸ＥＳ付 入荷未定
1108 モップ 86367693 プロテック　フイトルモップ糸ＥＳ　５０ 入荷未定

669・理89 温度計 86152457 デジタル赤外線放射温度計 入荷未定
1212・理293・保196 キッチンペーパー・ふきん 86378054 スコッティ　キッチンタオル　ＢＯＸ　７５ 入荷未定
1068・理230・保107 霧吹き・じょうろ・水やり用品 86379237 マイクロスプレー（霧吹き）　１５０ｍｌ 入荷未定

1068・理230 霧吹き・じょうろ・水やり用品 86379470 キャニヨンスプレーＨー５００　Ｇ 入荷未定
ＷＥＢ限定 ダイソー 86415833 スタイリッシュスプレーボトル５００ｍｌ（ベーシック）×９６ 入荷未定
WEB限定 ダイソー 86411577 ポリエチレン使い捨て手袋１００枚 入荷未定

587 保育 86180560 ベビーガーゼ　ハンカチタイプ　５枚 入荷未定
1068・理230 飼育・園芸用品 86379052 リサイクル霧吹きくん 入荷未定
1149・保147 洗濯用品 86372348 ステンレス室内物干しパラソル３段　　ＣＬＳ－１７３ＰＥＲ 入荷未定

1093 掃除機 86367968 サイクロンクリーナー　ホワイト　ＩＣ－Ｃ１００－Ｗ 入荷未定
366 CDラジカセ 86128699 ＣＤラジオ　ＺＳ－Ｓ４０　ＢＣ　ブラック 入荷未定
148 粘土その他 86082165 カラーこむぎねんどブルー１１４１１２ 入荷未定

1153・保61 検診器具 86375092 ディスポ遮眼子　５０枚組　黒　００２６０９５８ 入荷未定
1093 掃除機 86368227 プラスチックタンクバキュームクリーナー　１５Ｌ 入荷未定

657・理75 ポット・電気ポット 86376195 蒸気レス電気ケトル　ＰＣＪ－Ａ１０１　Ｈ 入荷未定
467 その他 86171205 作業マスク　５０枚入 入荷未定

1119・保165 その他 86368176 Ｇ－２業務用重曹電解水クリーナー　シートタイプ 入荷未定
1156・保66 その他 86375108 コンタクトレンズ用精製水　５００ｍＬ 入荷未定
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