
2022年11月25日カタログ№71-05
原産国：中国
材 質：アイアン

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

※アンティークの風合いを出すため、
デザイン上汚れやサビ、ひびや凹み

等の仕上げを施しています。

品番：71852 JAN:4580135311661

2Ｐセット ホワイト

品番：71850
JAN:4580135311647

ホワイト

品番：71853 JAN:4580135311678

2Ｐセット グレー

品番：71851
JAN:4580135311654

グレー

φ35/Ｈ64.5

各本体価格￥8,200

ｶｰﾄﾝ入数2

品番：71836
JAN:4580135307176

Ｗ23/Ｄ23/Ｈ30.5

本体価格￥4,800

ｶｰﾄﾝ入数4 底穴無

品番：71837
JAN:4580135307183

Ｗ25/Ｄ25/Ｈ56

本体価格￥8,500

ｶｰﾄﾝ入数1

品番：71838 JAN:4580135307190

φ33/Ｈ53

本体価格￥11,000 ｶｰﾄﾝ入数1

底穴無

品番：71839
JAN:4580135307206

Ｗ31.5/Ｄ31.5/Ｈ62

本体価格￥12,500

ｶｰﾄﾝ入数1

(Ｓ)Ｗ20/Ｄ20/Ｈ45.5

(Ｌ)Ｗ30/Ｄ30/Ｈ65

各本体価格￥14,000

ｶｰﾄﾝ入数2

材 質：樹脂

品番：71874
JAN:4580135315256

Ｗ31.5/Ⅾ31.5/Ｈ23.5

本体価格￥7,500

ｶｰﾄﾝ入数4

品番：71875
JAN:4580135315263

Ｗ25/Ⅾ25/Ｈ19

本体価格￥6,800

ｶｰﾄﾝ入数4

ＮＥＷ ＮＥＷ



※本体価格は税抜き表示となっております。

メガネケース（メガネ拭き付）
Ｗ16.5/Ｄ6/Ｈ4
各本体価格￥850 ｶｰﾄﾝ入数100

品番：73817 JAN:4580135315690 品番：73818 JAN:4580135315706

2022年10月26日カタログ№73-21

原産国：中国 材質 本 体：スチール

表 面：ポリ塩化ビニル

内 側：ポリスチレン

メガネ拭き：ポリエステル100％

品番：73816 JAN:4580135315683

品番：73813 JAN:4580135315652 品番：73814 JAN:4580135315669 品番：73815 JAN:4580135315676

品番：73820 JAN:4580135315720品番：73819 JAN:4580135315713



2022年10月26日カタログ№73-22

原産国：中国
材 質：ガラス、合金、合成皮革

※本体価格は税抜き表示となっております。

品番：73799
JAN:4580135315515

品番：73802
JAN:4580135315546

品番：73801
JAN:4580135315539

品番：73800
JAN:4580135315522

品番：73797
JAN:4580135315492

品番：73798
JAN:4580135315508

品番：73805
JAN:4580135315577

品番：73806
JAN:4580135315584

品番：73807
JAN:4580135315591

品番：73808
JAN:4580135315607

品番：73809
JAN:4580135315614

品番：73810
JAN:4580135315621

コンパクトミラー(レクタングル)

等倍＆拡大2倍 Ｗ6/Ｄ8.5/Ｈ1
各本体価格￥550 ｶｰﾄﾝ入数120

コンパクトミラー(ラウンド)

等倍＆拡大2倍 φ7/Ｈ1
各本体価格￥550 ｶｰﾄﾝ入数120



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

※手作りのため、商品によってサイズに差があります。

2022年11月01日カタログ№78-27

原 産 国：中国
材質 生 地：ポリエステル100％

刺繍上糸：レーヨン 100％

下糸：ポリエステル100％

品番：78546 JAN:4580135314617

トップクロスＳ 約30×50

本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78547 JAN:4580135314624

トップクロスＭ 約30×90(～100)

本体価格￥2,300 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78548
JAN:4580135314631

トップクロスＬ

約30×120

本体価格￥3,200

ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78555*
JAN:4580135314709

ベースマット(ドイリー)

約φ30

本体価格￥450

ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78556*
JAN:4580135314716

ベースマット(ドイリー)

約φ30

本体価格￥450

ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78552 JAN:4580135314679
トップクロスＳ 約30×50

本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78553 JAN:4580135314686

トップクロスＭ 約30×90(～100)

本体価格￥2,300 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78554
JAN:4580135314693

トップクロスＬ

約30×120(～130)

本体価格￥3,200

ｶｰﾄﾝ入数120



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：78549 JAN:4580135314648
トップクロスＳ 約30×50

本体価格￥1,600 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78551
JAN:4580135314662

トップクロスＬ

約30×120(～130)

本体価格￥3,300

ｶｰﾄﾝ入数120

※手作りのため、商品によってサイズに差があります。

品番：78550 JAN:4580135314655

トップクロスＭ 約30×90(～100)

本体価格￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数120

2022年11月01日カタログ№78-28

原 産 国：中国
材質 生 地：ポリエステル100％

刺繍上糸：レーヨン 100％

下糸：ポリエステル100％

(78543～545)(78546～548) (78549～551)(78552～554)

品番：78543 JAN:4580135314587
トップクロスＳ 約30×50

本体価格￥1,600 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78545
JAN:4580135314600

トップクロスＬ

約30×120(～130)

本体価格￥3,300

ｶｰﾄﾝ入数120

品番：78544 JAN:4580135314594

トップクロスＭ 約30×90(～100)

本体価格￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数120



品番：78557 JAN:4580135315270

トートバッグ
材質 表地：ポリエステル69％・綿17％

・レーヨン12％・ナイロン2％

裏地：ポリエステル 100％

Ｗ31/Ｈ25/マチ8 ハンドル立上り約18
本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数50

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年11月25日カタログ№78-29
原 産 国：中国

品番：78567
JAN:4580135315379

品番：78559 JAN:4580135315294

お稽古バッグ
表地：ポリエステル69％ 綿17％

レーヨン12％ ナイロン2％

裏地：ポリエステル 100％

本体：Ｗ32/Ｄ41 ハンドル立上り約19

本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数60

品番：78561 JAN:4580135315317

ポシェット
材質 表地前面：ポリエステル 69％

綿 17％ レーヨン12％ ナイロン2％

裏面：ポリエステル100％

裏 地：ポリエステル100％

本体：Ｗ24/Ｄ3/Ｈ26
本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数48

品番：78565 JAN:4580135315355

クッションカバー
材質：ポリエステル69％ 綿17％

レーヨン 12％ ナイロン2％
45×45
本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数60

サイズ：Ｓ 約35×45
Ｍ 約35×80

Ｌ 約35×120
タッセル約11

品番：78563 JAN:4580135315331

スリッパ フリーサイズ（23～25cm）
材質
本 体 芯 材 ：ポリエチレン
本 体 生 地 ：ポリエステル 69％

綿 17％
レーヨン 12％
ナイロン 2％

甲帯ウラ生地：ポリエステル100％
底 面：塩化ビニル樹脂
本 体：Ｗ10/Ｄ25.5/Ｈ7
ヒール：Ｈ3
本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数30

品番：78569
JAN:4580135315393

品番：78571
JAN:4580135315416

材質 表地：ポリエステル69％・綿17％

・レーヨン12％・ナイロン2％

裏地：ポリエステル 100％
本体価格Ｓサイズ各￥1,100 ｶｰﾄﾝ入数60

Мサイズ各￥1,700 ｶｰﾄﾝ入数30

Ｌサイズ各￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数30



品番：78558 JAN:4580135315287

トートバッグ
材質 表地：ポリエステル69％・綿17％

・レーヨン12％・ナイロン2％

裏地：ポリエステル 100％

Ｗ31/Ｈ25/マチ8 ハンドル立上り約18
本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数50

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年11月25日カタログ№78-30
原 産 国：中国

品番：78568
JAN:4580135315386

品番：78560 JAN:4580135315300

お稽古バッグ
表地：ポリエステル69％ 綿17％

レーヨン12％ ナイロン2％

裏地：ポリエステル 100％

本体：Ｗ32/Ｄ41 ハンドル立上り約19

本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数60

品番：78562 JAN:4580135315324

ポシェット
材質 表地前面：ポリエステル 69％

綿 17％ レーヨン12％ ナイロン2％

裏面：ポリエステル100％

裏 地：ポリエステル100％

本体：Ｗ24/Ｄ3/Ｈ26
本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数48

品番：78566 JAN:4580135315362

クッションカバー
材質：ポリエステル69％ 綿17％

レーヨン 12％ ナイロン2％
45×45
本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数60

サイズ：Ｓ 約35×45
Ｍ 約35×80

Ｌ 約35×120
タッセル約11

品番：78564 JAN:4580135315348

スリッパ フリーサイズ（23～25cm）
材質
本 体 芯 材 ：ポリエチレン
本 体 生 地 ：ポリエステル 69％

綿 17％
レーヨン 12％
ナイロン 2％

甲帯ウラ生地：ポリエステル100％
底 面：塩化ビニル樹脂
本 体：Ｗ10/Ｄ25.5/Ｈ7
ヒール：Ｈ3
本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数30

品番：78570
JAN:4580135315409

品番：78572
JAN:4580135315423

材質 表地：ポリエステル69％・綿17％

・レーヨン12％・ナイロン2％

裏地：ポリエステル 100％
本体価格Ｓサイズ各￥1,100 ｶｰﾄﾝ入数60

Мサイズ各￥1,700 ｶｰﾄﾝ入数30

Ｌサイズ各￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数30



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年11月25日カタログ№78-31
原 産 国：中国

品番：78573
JAN:4580135315430

材質 表地：ポリエステル73％・綿17％

・レーヨン7％・ナイロン3％

Ｗ約180/Ⅾ約235
本体価格各￥8,800 ｶｰﾄﾝ入数10

品番：78574
JAN:4580135315447

品番：78575
JAN:4580135315454

品番：78576
JAN:4580135315461

品番：78577
JAN:4580135315478

品番：78578
JAN:4580135315485

ヴィクトリアフラワー ハノーヴァーフラワー

レガートローズ ルドゥーテローズ

バード＆ストロベリー フレンチローズ



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

※クリスタルの色の配色が商品により異なる場合があります。

品番：01698
JAN:4580135315119

ゾウ

Ｗ7/Ｄ1.5/Ｈ4

本体価格￥2,000

品番：01699
JAN:4580135315126

チョウ

Ｗ5/Ｄ3/Ｈ6

本体価格￥1,500

品番：01700
JAN:4580135315133

ハト

Ｗ4/Ｄ3/Ｈ7

本体価格￥1,800

品番：01702
JAN:4580135315157

スワン

Ｗ8/Ｄ5/Ｈ7.5

本体価格￥3,000

品番：01704
JAN:4580135315171

トンボ

Ｗ9/Ｄ6/Ｈ6

本体価格￥2,700

品番：01705
JAN:4580135315188

馬蹄

Ｗ8.5/Ｄ5/Ｈ12

本体価格￥4,600

品番：01706
JAN:4580135315195

ウサギ

Ｗ6/Ｄ3/Ｈ8

本体価格￥2,800

品番：01708
JAN:4580135315218

シューズ

Ｗ2/Ｄ8/Ｈ4

本体価格￥2,500

品番：01709
JAN:4580135315225

エンジェル

Ｗ9/Ｄ3.5/Ｈ8

本体価格￥3,000

品番：01406
JAN:4562133538899

バイオリン

Ｗ7/Ｄ3/Ｈ9.5

本体価格￥3,200

2022年10月25日カタログ№01-05

原産国：中国

材 質：クリスタル(品番後ろ☆はボヘミア

他はスワロフスキー)

合金にクロムメッキ



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

※クリスタルの色の配色が商品により異なる場合があります。

品番：01694
JAN:4580135315072
カエル

Ｗ6.5/Ｄ4/Ｈ5
本体価格￥2,500

品番：01695☆
JAN:4580135315089

ウミガメ

Ｗ6.5/Ｄ5.5/Ｈ3

本体価格￥3,200

品番：01696
JAN:4580135315096
音符
Ｗ7/Ｄ3/Ｈ9.5
本体価格￥1,800

品番：01697☆
JAN:4580135315102

ピアノ カラー

Ｗ7/Ｄ6/Ｈ5.5～7.5

本体価格￥3,800

品番：01701
JAN:4580135315140

ハト

Ｗ4/Ｄ3/Ｈ7

本体価格￥1,800

品番：01703☆
JAN:4580135315164

スワン

Ｗ8/Ｄ5/Ｈ7.5

本体価格￥3,000

品番：01707☆
JAN:4580135315201

ウサギ

Ｗ6/Ｄ3/Ｈ8

本体価格￥2,800

品番：01710
JAN:4580135315232

エンジェル

Ｗ9/Ｄ3.5/Ｈ8

本体価格￥3,000

ｲｴﾛｰ 金運ＵＰ

品番:01690
JAN:4580135315034

ﾚｯﾄﾞ 恋愛、勝負運ＵＰ

品番:01691
JAN:4580135315041

ﾊﾟｰﾌﾟﾙ ｽﾃｰﾀｽＵＰ

品番:01692
JAN:4580135315058

ｸﾞﾘｰﾝ 健康、家庭運ＵＰ

品番:01693
JAN:4580135315065

カラーフクロウ Ｗ7/Ｄ3/Ｈ8

各本体価格￥1,600

品番：01711☆
JAN:4580135315249

バイオリン

Ｗ7/Ｄ3/Ｈ9.5

本体価格￥3,200

2022年10月25日カタログ№01-06

原産国：中国

材 質：クリスタル(品番後ろ☆はボヘミア

他はスワロフスキー)

合金にクロムメッキ



品番：39475
JAN:4580135314990

品番：39476
JAN:4580135315003

品番：39478
JAN:4580135315027

品番：39477
JAN:4580135315010

品番：39471
JAN:4580135314952

品番：39472
JAN:4580135314969

品番：39469
JAN:4580135314938

品番：39470
JAN:4580135314945

ブラシ材質：ポリプロピレン

フチの裏も洗いやすい

形状のブラシです

各本体価格

トイレブラシ立て￥2,800 ｶｰﾄﾝ入数16

サニタリーポット￥2,500 ｶｰﾄﾝ入数16

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

トイレブラシ立てφ13/Ｈ22(ブラシ含むＨ40)

サニタリーポットφ13/Ｈ21.5

2022年10月14日カタログ№39-04
原産国：中国 材質：陶磁器

品番：39473
JAN:4580135314976

品番：39474
JAN:4580135314983

品番：99992

下代￥300



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

サシェ 大 Ｗ11/Ｈ17/内容量約20ｇ

各本体価格￥270 ｶｰﾄﾝ入数144 出荷単位：12

2022年10月26日カタログ№65-10

原産国：中国

材 質：紙、蛭石、香料

香り：マーキーズ

小 品番：65643
JAN:4580135314730

小 品番：65644
JAN:4580135314747

小 品番：65645
JAN:4580135314754

小 品番：65646
JAN:4580135314761

小 品番：65647
JAN:4580135314778

香り：コットンフラワー

小 品番：65648
JAN:4580135314785

小 品番：65649
JAN:4580135314792

小 品番：65650
JAN:4580135314808

小 品番：65651
JAN:4580135314815

小 品番：65652
JAN:4580135314822

大 品番：65653
JAN:4580135314839

大 品番：65654
JAN:4580135314846

大 品番：65655
JAN:4580135314853

大 品番：65656
JAN:4580135314860

大 品番：65657
JAN:4580135314877

大 品番：65658
JAN:4580135314884

大 品番：65659
JAN:4580135314891

大 品番：65660
JAN:4580135314907

大 品番：65661
JAN:4580135314914

大 品番：65662
JAN:4580135314921

サシェ 小 Ｗ7/Ｈ11/内容量約8ｇ

各本体価格￥80 ｶｰﾄﾝ入数288 出荷単位：12


