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MA795579 リースＦ

MA795586 リースG MA795593 リースH

MA795616 リースL B

MA795630 リースL D

 品番を指定してください

迎春しめ縄リース
各¥1,200+(税)
約L23cm　
パッケージW10×D5×H24cm
単位:1  カートン:40

MAGEWRSA リースA

MAGEWRSC リースC

MA795562 リースE

NEW NEW

伝統的な新年のお祝い飾りであるしめ縄を、ドライフラワーでおしゃれにアレンジした商品です。現代のインテリアと相性が良く、
他とは違ったお正月を演出できます。
Lサイズは、高さ26cm。存在感がしっかりとあり、花のボリュームもあるので豪華に見えます。大ぶりなドライフラワーが新春を彩ります。
ドライフラワーは天然素材のため、個体差がございます。予めご了承ください。

MA795609 リースL A

MA795623 リースL C

 品番を指定してください

迎春しめ縄リースＬ
各¥2,900+(税)
約Φ22cm　
パッケージW25×D9×H25cm
単位:1  カートン:8★

入荷予定︓10月中旬

MAGEWRSB リースB

MAGEWRSD リースD

 品番を指定してください

迎春しめ縄リース
各¥1,800+(税)
約L25cm　
パッケージW14×D7×H26cm
単位:1  カートン:24★

入荷予定:10月中旬
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CHSTDENS
スノーマンステッキ
W9×D2×L12.5cm

CHSTDENW
スノーマンリース

W7×D2×L12.7cm

CHSTDEWR
リース

W12.5×D2×L11.9cm

CHSTDECO
カラフルツリー

W12×D2×L13.5cm

CHSTDECH
クリスマスツリー

W10×D2×L14.5cm

CHSTDEBO
ブーツ

W13.4×D2×L11.7cm

クリスマススタンド
デコレーション
各¥980+（税）
単位:1  カートン:60

品番を指定して
ください

クリスマス
スタンドデコレーション
各¥650+（税）
単位:1  カートン:120

品番を指定してください

CHSTDETP
サンタプレゼント
W10×D2×L13.5cm

CHSTDETS
サンタソリ

W13.5×D2×L11cm

CHSTDETC
サンタクロース

W13.2×D2×L12.5cm

CHSTDEMR　MERRY XʼMASレッド
W30.9×D2×L10cm

CHSTDEMG　MERRY XʼMASグリーン
W35.8×D2×L10cm

小さなクリスマスデコレーション。
かわいく簡単にクリスマスを演出できる
アイテムです。
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入荷予定︓10月上旬

MA792493
ノルディックサンタ

MA792523
ボーダーサンタＡ

MA792530
ボーダーサンタＢ

MA792547
スターサンタ

MANXMNSS
ノルディックサンタＳ
W10×D23×H40cm
(座った状態)
¥580+（税）
単位:1  カートン:36★

MANXMNSL  
ノルディックサンタＬ
W12×D27×H50cm
(座った状態)
¥900+（税）
単位:1  カートン:18★

MANXMBSS  
ボーダレスブラウンサンタＳ
W10×D23×H40cm
(座った状態)
¥580+（税）
単位:1  カートン:36★

MANXMBSL
ボーダレスブラウンサンタＬ
W12×D27×H50cm
(座った状態)
¥900+（税）
単位:1  カートン:18★

NEW

LEDノースクリスマス
各¥500+（税）
約W6.5×D7.5×L30cm
単位:2  カートン:72★

入荷予定︓10月上旬LED NORTH 
CHRISTMAS
帽子の先に針金がはいっているので、
オーナメントとしても飾っていただけます。 品番を指定してください

電池別売り
ボタン電池 R44
2 個使用

入荷予定︓10月上旬

品番を指定して
ください

品番を指定して
ください



004 2019-20 Autumn & Winter

DITICHWR
リース

W29.2×D0.5×L27.5cm

壁に掛けるだけでおしゃれに
クリスマスのデコレーションが出来ます
ダイカットサイン
クリスマス
各¥850+（税）
単位:2  カートン:24

品番を指定
してください

DITICHT2
ツリー2

W31.6×D0.5×L35.8cm

DITICHBO
ブーツ

W31.7×D0.5×L27.5cm

DITICHCA
キャット

W27.5×D0.5×L27.5cm

DITICHSN
スノーマン

W24.5×D0.5×L40cm

DIECUT SIGN 
CHRISTMAS

DITICHHO
HOHOHO

W20.2×D0.5×L40cm

DITICHS2
スノーマン2

W21.5×D0.5×L40cm

DITICHPO
ポーラベア

W33.7×D0.5×L27.2cm

DITICHSA
サンタクロース

W33×D0.5×L26cm
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人気アイテムのボトルドライトの
クリスマスバージョン。インテリアは
もちろん、プレゼント提案としても最適です︕
電池使用でコードレスなので、
場所も選ばずにデコレーションできます︕

BOLICHWB  リースブラウンBOLICHWW  リースホワイト

BOLICHTR  ツリー

BOLICHWN  リースネイビー

BOLICHGO ゴールドオーナメント

ボトルドライトクリスマス
各¥600+（税）
約Φ7.3×H30㎝
単位:1  カートン:24

品番を指定してください

電池別売り : 単 4 電池３本使用 
電球寿命︓目安約5000時間
　　　　　連続点灯約110時間
 ※電池によって異なります

BOTTLED
LIGHT
CHRISTMAS

※お求めやすくなりました※

BOLICHHG HAPPY グリーン
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CHLEREPO  ポーラベア CHLERECO   カラフル

CHLEREBK ブラックボードCHLERESA サンタクロース

CHLEREST スターツリー CHLERESN  スノーマン

CHLERESB サインアートBKCHLERESW サインアートWH

クリスマスLED
サインボードレクタングル
各¥2,900+（税）
W30×L40cm
単位:1  カートン:6

電池別売り : 単３電池 2 本使用
LED: ワームホワイト
※点滅はしません 品番を指定して

ください
BACK SIDE

CHRISTMAS LED
SIGNBOARD

丸いLEDがレトロでかわいい、
光るデコレーションボード。
オールディーズなアメリカの
クリスマスが演出できます。
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クリスマスLEDツリーサインボード
各¥2,900+(税)
W38×D5×L48㎝
単位:１ カートン:6

CHLETRGR グリーン CHLETRBK ブラックCHLETRRD レッドCHLETRBL ブルー

電池別売り : 単３電池 2 本使用
LED: ワームホワイト
※点滅はしません 

品番を指定して
ください

クリスマスサインアートボード
各¥1,900+（税）
W41×L55cm
単位:1  カートン:10 CHSBWHL ホワイト CHSBBKL ブラック

品番を指定して
ください

CHRISTMAS LED
SIGNBOARD 

TREE
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LEDトゥインクルスター　
オーロラファーツリーＳ
¥1,580+（税）
Φ6.5×L21cm
単位:1  カートン:24★

LEDトゥインクルスター　
オーロラファーツリーＭ
¥2,100+（税）
Φ8.3×L27.5cm
単位:1  カートン:12★

LEDトゥインクルスター　
オーロラファーツリーＬ
¥2,900+（税）
Φ11.2×L32.8cm
単位:1  カートン:12★

MA794510 MA794527 MA794534

電池付属:LR44ボタン×電池×3 電池別売り:単4電池×3

NEW 入荷予定︓10月上旬

LED
twinkle star

電池別売り:単4電池×3

品番を指定してください

NEW

LEDノースクリスマス
ミュージックラウンド
各¥2,800+（税）
約W15×D13×L17.5cm
単位:1  カートン:12★
曲名︓JINGLE BELLS

MA792561 スノーマンMA792578 タウン電池別売り単 4 電池 3 本使用

入荷予定︓10月上旬

クリスマスソングが流れます︕

LED
NORTH
CHRISTMAS
MUSIC ROUND
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LEDトゥインクルスター　
オーロラベリーＳ
¥1,300+（税）
W8×D6×L18cm
単位:1  カートン:24★

LEDトゥインクルスター
オーロラベリーＬ
¥1,700+（税）
W11×D8.3×L24cm
単位:1  カートン:24★

LEDトゥインクルスター
オーロラグラスＳ
¥1,300+（税）
W8×D6×L18cm
単位:1  カートン:24★

LEDトゥインクルスター　
オーロラグラスＬ
¥1,700+（税）
W11×D8.3×L24cm
単位:1  カートン:24★

LEDトゥインクルスター　
オーロラツリーＳ
¥1,300+（税）
W8×D6×L18cm
単位:1  カートン:24★

LEDトゥインクルスター　
オーロラツリーＬ
¥1,700+（税）
W11×D8.3×L24cm
単位:1  カートン:24★

LEDトゥインクルスター　
オーロラオーナメントＳ
¥1,600+（税）
W8×D6×L18cm
単位:1  カートン:24★

LEDトゥインクルスター　
オーロラオーナメントＬ
¥2,100+（税）
W11×D8.3×L24cm
単位:1  カートン:24★

MA794435 MA794442 MA794459 MA794466

MA794473 MA794480 MA794497 MA794503

NEW 入荷予定︓10月上旬

品番を指定してください

電池付属:LR44ボタン×電池×3 電池別売り:単4電池×3 電池付属:LR44ボタン×電池×3 電池別売り:単4電池×3

電池付属:LR44ボタン×電池×3 電池別売り:単4電池×3 電池付属:LR44ボタン×電池×3 電池別売り:単4電池×3
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NEW

入荷予定︓10月上旬LED 
SWITCH LIGHT 

品番を指定してください

電池別売り単 3 電池 2 本使用

LED スイッチライト
ミニボール 20 球
¥1,200+（税）
長さ220cm
単位:1  カートン:24★

LED スイッチライト
リトルスター 20 球
¥800+（税）
長さ220cm
単位:1  カートン:144★

MA792813 クラシックバルブ20球 MA792837 ミニボール20球
LED スイッチライト
クラシックバルブ 20 球
¥1,500+（税）
長さ220cm
単位:1  カートン:24★

LED スイッチライト
スター 20 球
¥900+（税）
長さ220cm
単位:1  カートン:32★

2WAY LED
フラッシュライト
ミラーボール10球
¥1,500+（税）
約130cm
単位:1  カートン24★

MA2WFLMI  ミラーボール10球

防水ではありませんので降雨時の使用は避けるか、屋内でご使用ください。

MA792851 リトルスター20球 MA792905 スター10球
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LED 
Lanterngarland

LEDストリング 
ランタン 10P
各¥950+（税）
長さ:2メートル
単位:1  カートン:24

入荷予定︓10月下旬

DE046055 クリア

DE046062 ブラック

DE046079 レッド

LEDストリング ランタン
20P
各¥1,800+（税）
長さ:3.5メートル
単位:1  カートン:12DE046086 クリア

品番を指定してください

DE046093 ブラック

DE046109 レッド

単3電池2本使用 電池別売り

NEW

品番を指定してください

単3電池2本使用 電池別売り

防水ではありませんので降雨時の使用は避けるか、屋内でご使用ください。
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入荷済み
NEW

 品番を指定してください

キリムボア
ブランケット
各¥2,900+（税）
W70×L100cm
単位:1  カートン:30

SE045287 A SE045294 B

SE045300 C SE045317 D

キリム調の柄がインテリアによくなじむ。
裏面はマイクロファイバーで肌触りがよい生地、
表面はボアです。

Kilim 
BoaBlanket

タグデザイン
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入荷予定︓9月上旬
LUMBERブランケット
オルテガ
各¥2,900+（税）
W70×L100cm
単位:1  カートン:30★

LUBLORBL ブルー LUBLORRD レッド LUBLORYE イエロー

 品番を指定してください

LUMBER BLANKET
ORTEGA

タグデザイン



014 2019-20 Autumn & Winter

太めコーデュロイがいい︕落ち着いた色味もうれしい、ボアブランケットです。

入荷予定︓8月下旬

NEW

タグデザイン

ワイドコーデュロイ
ブランケット
各¥2,900+（税）
W70×L100cm
単位:1  カートン:30

Wide 
Corduroy
Blanket

SE045324 グレー

SE045331 ピンクSE045348 ベージュ
 品番を指定してください
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入荷予定︓10月下旬
NEW

ワッフルサーマル
マルチカバー L
各¥6,800+（税）
W140×L200cm
単位:1  カートン:10

ワッフルサーマル
マルチカバー S
各¥3,800+（税）
W100×L140cm
単位:1  カートン:20

 品番を指定してください

 品番を指定してください

WAFFLE
THERMAL
MULTI  COVER

使い込んだような色の質感が他にはないかっこよさです。どこにおいても様になります。
ワッフル生地の特性として、保温性に優れており、軽いのにとても暖かいです。
でこぼこがあるので、同じ斤量のコットンと比較しても厚みがあるように感じ、
クッション性があります。生地の特性を生かして多様な用途に応用できます。
Lサイズはマルチカバーサイズなので、ソファーカバーやベッドスプレッドとしても。
Sサイズは大きめのブランケットサイズです。夏の冷房対策にも。

SE045805 カーキ SE045799 ブルー SE045782 ベージュ

SE045768 カーキ SE045751 ブルー SE045744 ベージュ

Sサイズは2隅にハトメ付き。

※すべて手作業の為、記載のサイズより多少個体差・差異がございます。また、色落ち、織ムラなどがある場合がございます。ハンドメイドの風合いとしてお楽しみください。



016 2019-20 Autumn & Winter

BLUE DENIM ブランケット
各¥2,900+（税）
W70×L100cm
単位:1  カートン:30★

BDBLDEWA ウォッシュ

品番を指定して
ください

タグデザイン
入荷予定︓8月下旬

デニム生地とふんわりボアのコラボ︕
これからの季節に活躍するあったかブランケット。

BDBLDENV  ネイビーBDBLDEHIヒッコリー

両サイドにポケットがついています。

TRUST BOA SLIPPER

KITBSMLB ライトブルーＭ

KITBSLLB ライトブルーL

KITBSMID インディゴＭ

KITBSLID インディゴL

デニムの高級感のあるやわらかなボアを使ったルームスリッパ。
普段使いにぴったりの履きやすさです。２サイズ展開

トラストボアスリッパM
各¥1,600+（税）
~25㎝
単位:1  カートン:32★

品番を指定して
ください

Ｍサイズ

トラストボアスリッパL
各¥1,600+（税）
~28㎝
単位:1  カートン:24★

品番を指定して
ください

Lサイズ

BLUE DENIM
CLOTH CO. 
BLANKET

お求めやすくなりました
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Cal,ネイティブ　
ブランケットＳ
各¥1,900+（税）
W80×L120cm
単位:1  カートン:30★

Cal,ネイティブ　
ブランケットL
各¥2,900+（税）
W100×L140cm
単位:1  カートン:30★

 CAL.NATIVE BLANKET

 品番を指定してください

 品番を指定してください

CANABLLT　ターコイズL

L サイズは毛布の様に使用
できる大判サイズです。

CANABLST　ターコイズＳ

CANABLLE　ベージュL

CANABLSE　ベージュS

COBLPL プラネット

コズミックブランケット
各¥2,900+（税）
W120×L80cm
単位:1  カートン:20

COBLMO ムーン

ふんわり柔らかいフランネル素材に
デジタルプリントを施した個性的な
ブランケット。
裏はボア素材なので大変暖かいです

 品番を指定してください

COSMIC BLANKET
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MONO BLANKET
人気のキャット､ドッグ、フラワー柄の手触りの良いブランケットです。
裏地はボアになっているのでとても暖かです。
ひざ掛けサイズから大判サイズまで用途によってお選びいただけます。

MONOBLSC キャットＳCATMONOBLSD ドッグＳ
MONOBLLD ドッグLDOG

MONOBLSF フラワーＳ
MONOBLMF フラワーM
MONOBLLF フラワーL

FLOWER

MONO
ブランケットＳ
各¥１,900+（税）
W80×L120cm
単位:1  
カートン:30★

S
MONO
ブランケットM
各¥2,900+（税）
W100×L140cm
単位:1  
カートン:30★

M
MONO
ブランケットＬ
各¥3,900+（税）
W140×L200cm
単位:1  
カートン:30★

L

サイズ・柄の指定をお願いいたします

M W100×L200cm

L W140×L200cm
S W80×L120cm

毛布としても使用できる大判サイズです。

ちょっとした肌かけサイズなので
毛布としてもお使いいただけます。

通常のひざ掛けよりも少し大きめ
サイズです。
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DADOSSCA キャット DADOSSPO ポーラベア

DAKKO DOLL
BLANKET

DAKKOドールブランケット
スリーピースター
各¥１,800+（税）
W70×L100cm
単位:1  カートン:48

収納時はふわふわの動物がやさしく
ダッコしてくれます。

DADOSSRA ラビット  

DADOSSEL エレファント

DADOSSBE ベアー

DAKKO
ドールブランケット
マルチドット
各¥1,600+（税）
W70×L100cm
単位:1  カートン:48

DADOMDRA
ラビット

DAKKO
ドールブランケット
パジャマ シープ
¥1,800+（税）
W70×L100cm
単位:1  カートン:48

DADOPASH

DADOMDEL
エレファント

品番を指定してください

品番を指定してください
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入荷予定︓10月下旬
NEW

GR045997 ホワイト GR046000 ブラック

GR046017 ホワイト GR046024 ブラックGR046031 ホワイト GR046048 ブラック

※鉢サイズはすべて 3.5 号鉢用（Φ10.3×H10 ㎝）

アイアンキャットプランター
ランデブー
各¥4,800+（税）
W32×D14.5×H51㎝
単位:1  カートン:4★

アイアンキャット
プランター
シッティング
各¥3,800+（税）
W21×D14.5×H58㎝
単位:1  カートン:8★

アイアンキャット
プランター
スタンディング
各¥3,800+（税）
W23×D14.5×H63.5㎝
単位:1  カートン:4★

品番を指定してください

品番を指定してください品番を指定してください

Iron 
cat planter
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品番を指定してください

DE044082

アイアンキャット
トレイ
¥2,400+（税)
W16×D12×H21cm 
単位:1 カートン:8

DE044105

アイアンキャット
シングルフック
¥1,600+（税)
W11×D5×L30cm 
単位:1 カートン:16

DE044112

アイアンキャット
キーフック
¥1,900+（税)
W25×D3.5×L23cm 
単位:1 カートン:16

DE044129

アイアンキャット
ドアベル
¥2,100+（税)
W10×D6×L71cm 
単位:1 カートン:16

DE044136

アイアンキャット　
ドアフック
¥2,000+（税)
W12×D5.7×L41cm 
単位:1 カートン:16

DE044075

アイアンキャット
ウエルカムスタンド
¥2,400+（税)
W21.5×D10×L25.5cm 
単位:1 カートン:8

すました顔が絶妙に可愛い黒猫のアイアンアイテムです。
鍵やアクセサリー、ドアなど素知らぬ顔で守ってくれてい
るようです。黒い鉄の素材の色なので、お部屋にも馴染み
やすく、取り入れやすいです。

裏面

3.5cm

先端はS字フックになってます。

DE044099

アイアンキャット
ドアストッパー
¥1,600+（税)
W9.5×D12×H21cm 
単位:1 カートン:16

3.5㎝幅以内のドアで
お使いいただけます。
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Spring animals hanging

スプリングアニマル　ハンギング
各¥1,900+(税)
Ｗ22×D4.5×H40～42cm
単位:1 カートン:12

DE045829 キャット

DE045836 フロッグ

DE045843 ピッグDE045850 ラビット

DE045867 カウ

スプリングアニマルスタンド
各¥1,900+(税)
単位:1 カートン:12

DE045874 ドッグ
Ｗ17.5×D12×H36.5cm

DE045881 フロッグ
Ｗ15.5×D12×H37.5cm

DE045898 キャット
Ｗ21×D12×H36cm

DE045904 カウ
Ｗ18×D12×H39cm

Spring 
animals stand

入荷予定︓11月下旬

NEW

 品番を指定してください

 品番を指定してください

入荷予定︓10月上旬

NEW

入荷予定︓11月下旬
NEW

入荷予定︓10月上旬
NEW
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garden decoration series

GR045638
ガーデンデコ
ハイホイーラー シルバー
¥3,900+（税）
W55×D16×H25cm
単位:1  カートン:8★

GR045645
ガーデンデコ
ホイールバロー シルバー
¥2,800+（税）
W47.5×D11×H19cm
単位:1  カートン:8★

GR045652

ガーデンデコ
ホイールバロー ブルー
¥2,800+（税）
W47×D10.5×H15cm
単位:1  カートン:8★

入荷予定︓11月下旬
NEW

 品番を指定してください

GR045607
ガーデンデコ
ウェルカムバイシクル シルバー
¥3,900+（税）
W55×D11×H35cm
単位:1  カートン:8★

GR045614
ガーデンデコ
ウェルカムバイシクル ブラウン
¥3,900+（税）
W55×D11×H35cm
単位:1  カートン:8★

GR045676
ガーデンデコ タイニーハウス
¥3,900+（税）
W21.5×D15×H20cm
単位:1  カートン:8★

GR045621
ガーデンデコ
ウェルカムバイシクル アイボリー
¥3,900+（税）
W45.5×D10.7×H36cm
単位:1  カートン:8★

GR045669
ガーデンデコ ピースラブガーデン
¥3,900+（税）
W25×D16×H21cm
単位:1  カートン:8★
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MAPLCOA 
 コットンA

マクラメプラント
ハンガージュート
¥750+（税）
約L145cm
単位:2  カートン:144

マクラメプラント
ハンガーコットン
¥800+（税）
約L145cm
単位:2  カートン:144

マクラメプラント
ハンガーコットン
¥650+（税）
約L115cm
単位:2 カートン:144

マクラメプラント
ハンガージュート
¥750+（税）
約L115cm
単位:2 カートン:144

JUTE COTTON JUTE

パッケージ

マクラメプラントハンガー
コットンA
各¥800+（税）
約L115cm
単位:2 カートン:144
MADE IN Bangladesh

MAPLCOAL
ライトブルー

MAPLCOAP
ピンク

MAPLCOAN
ネイビー

MAPLCOAK
カーキ

MAPLCOAY
イエロー

※一つ一つ手編みのため、仕上がり、編み目、サイズなど個体差がございます。手作り商品の特徴としてご理解ください。

※プランター、グリーンは付属いたしません。
品番を指定

してください

COTTON

一つ一つ手作りで作ったマクラメ編みのプランター
ハンガーは、グリーンを入れて飾れば立体感のある、
素敵なインテリアとして活躍します。

MAPLJUC
ジュートC

MAPLCOD
コットンD

MAPLJUD
ジュートD
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品番を指定
してください

マルチタペストリー
ロング
各¥1,600+（税）
W60×L150cm
単位:1  カートン:60★

MUTALOCA カクタスA

MUTALOPA パームツリーA MUTALOPB パームツリーＢ

MUTALOCB カクタスB

MULTI TAPESTRY LONG

とてもインパクトのある、グリーンのピクチャータペストリーです。
１枚布で出来ているので簡単にお部屋のインテリアのイメージチェ
ンジが出来ます。カフェやレストランなどの店舗用のインテリアと
しても最適です。

※丸めた状態での梱包の為、使い始めの際、シワや折れなどが目立つ場合がございます。予めご了承下さい。

パッケージ

MADE IN INDIA

DEPLCUA  < A >
約W36×D14.5cm

DEPLCUB  < B >
約Φ31×D14.5cm

DEPLCUC  < C >
約W31/37×D14.5cm

DEPLCUD  < D >
約W31/37×D14.5cm

DEPLCUE  < E >
約W31/37×D14.5cm

DEPLCUF  < F >
約Φ31×D14.5cm

デザートプラントクッション
各¥1,600+（税）
単位:1  カートン:12

SUCCULENT 
CUSHION

品番を指定してください

F

A B C

D E
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FOREST GARDENER
フロッグ
各¥950+（税）
単位:1  カートン:96

入荷予定︓9月下旬
NEW

DE045485 フロッグA
W7.3×D4.4×H4.8cm

DE045492 フロッグB
W7.5×D4.8×H4.2cm

DE045508 フロッグC
W8×D3.5×H4.7cm

DE045515 フロッグD
Φ4.5×H9cm

DE045522 フロッグE
Φ6.5×H6.3cm

FOREST GARDENER FROGS

 品番を指定してください

※1 点 1 点手作業で仕上げているため、サイズ・色の濃淡などに多少の個体差があります。
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FOREST BOOKWORM
ラビットB
¥1,000+（税）
W8×D3×L9cm
単位:1  カートン:72

FOREST BOOKWORM
オウル
¥950+（税）
W9×D4×L10cm
単位:1  カートン:72

A C E

FOREST BOOKWORMフロッグ
各¥680+（税）
W4×D3.5×H4.5~7.6cm
単位:1  カートン:216(Dのみカートン144)

デスク回りのインテリヤや植木などのデコレーションに可愛いモチーフのマスコット

FOREST BOOKWORM
フロッグC
¥900+（税）
W9×D7×L3.5cm
単位:1  カートン:72

FOREST BOOKWORM
ラビットA
¥1,000+（税）
W11×D5.5×L9.5cm
単位:1  カートン:48

FOREST BOOKWORM
レディバグ
¥650+（税）
W6×D5.5×L7cm
単位:1  カートン:192

FOREST BOOKWORM
FROG CACTUS

FOBOFRCC カクタスCFOBOFRCA カクタスA FOBOFRCD カクタスD FOBOFRCE カクタスE

FOBOWORB ラビットB FOBOWORA ラビットA

FOBOWOOW オウル 

FOBOWOFC フロッグC 

FOBOWOLA レディバグ

品番を指定してください

B

FOBOFRCB カクタスB

D

※1 点 1 点手作業で仕上げているため、サイズ・色の濃淡などに多少の個体差があります。
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DE043993

シープ
W2.8×D3.5×H5.2cm  
単位:2  カートン:288

DE043900

ピッグｗｉｔｈフラワー
W2.5×D3.5×H5.5cm  
単位:2  カートン:288

DE043924

リス
W2×Ｄ5.5×H5.5cm  
単位:2  カートン:288

DE043955

ラビットｗｉｔｈフラワー
W2.5×D3.8×H6.5cm  
単位:2  カートン:288

DE043917 DE043931DE043948DE044006

DE043962DE043979 DE043986

ドッグ
W3×D3.5×H5.5cm  
単位:2  カートン:288

ドッグｗｉｔｈボーン
W2.5xD3.8xH5.7cm 
単位:2  カートン:288

ドッグｗｉｔｈブック
W2.2xD3.5xH5cm
単位:2  カートン:288

キャットｗｉｔｈブック
W2.5×D3×H5.5cm  
単位:2  カートン:288

キャットｗｉｔｈコーヒー
W2.3×D3×H5.5cm  
単位:2  カートン:288

キャットｗｉｔｈフラワー
W2×D3×H6cm  
単位:2  カートン:288

DE044013

ヘッジホッグ
W2.5×D2.5×TH5cm  
単位:2  カートン:288

フロッグフィッシング
W2.5×D7×H6cm  
単位:2  カートン:192

SITTING ANIMAL
¥680+（税）  

ちょこんと座る動物たちが愛らしいマスコットシリーズ
ガーデニングにもデスク回りのデコレーションにもお使
いいただけます。

品番を指定してください

※1 点 1 点手作業で仕上げているため、サイズ・色の濃淡などに多少の個体差があります。
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FOREST BOOKWORM
キャットリーフ
¥950+（税）
W7×D4.5×H11.5cm   
単位:1  カートン:48

FOREST BOOKWORM
キャットチェア
¥1,100+（税）
W5.5×D6×H15.5cm   
単位:1  カートン:48

FOREST BOOKWORM
キャットピアノ
¥1,100+（税）
W9.5×D3.5×H9cm   
単位:1  カートン:72

FOREST BOOKWORM
キャットカメラ
¥950+（税）
W6.5×D5×H5.5cm
単位:1  カートン:100

FOREST BOOKWORM 
キャットベンチ
¥950+（税）
W12×D4.5×H9cm   
単位:1  カートン:54

FOREST BOOKWORM
グラモフォン
¥950+（税）
W7.3×D6×H11cm  
単位:1  カートン:48

FOREST BOOKWORM
ヴァイオリン
¥850+（税）
W10×D7.2×H4.5cm   
単位:1  カートン:72

FOREST BOOKWORM
キャットラジオ
¥950+（税）
W7.8×D3.4×H5.5cm
単位:1  カートン:96

FOREST BOOKWORM
キャットサックス
¥950+（税）
W14×D4×H5.7cm  
単位:1  カートン:72

FOBOCABEFOBOCACA

FOBOCACH

FOBOCAGR

FOBOCALE FOBOCAPI

FOBOCARA

FOBOCASAFOBOCAVI

FOREST BOOKWORM CAT

※1 点 1 点手作業で仕上げているため、サイズ・色の濃淡などに多少の個体差があります。
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ボトルド 
ボタニカルライト L
¥2,500+（税）
約︓Φ10.4×H22cm
単位:1  カートン:16

ボトルド
ボタニカルライトS
¥1,400+（税）
約︓Φ7×H14cm
単位:1  カートン:24

 品番を指定してください 品番を指定してください

使用電池 :LR44×3
( お試し電池付属 )

使用電池 :LR44×3
( お試し電池付属 )

DE045911 ナチュラル DE045942 ブルー

DE045928 ブラウン DE045935 レッド

DE045959 ナチュラル DE045980 ブルー

DE045966 ブラウン DE045973 レッド

入荷予定︓11月下旬
NEW

点灯時 点灯時

点灯時 点灯時

点灯時 点灯時

点灯時 点灯時
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フレームレスフリッカー
キャンドルフラワー
ロング
各\2,500+(税)
Φ8.5×H15.7cm
単位︓１  カートン︓24

フレームレスフリッカー
キャンドルフラワー
ショート
各\1,900+(税)
Φ8.5×H10.5cm
単位︓１  カートン︓24

品番を指定して
ください

電池別売り
単4電池3本使用

FLFLFSRD  レッド

点灯時 点灯時

FLFLFSYE  イエロー FLFLFSPU  パープル

電池別売り
単4電池3本使用

点灯時

FLFLFLRD
レッド

FLFLFLYE
イエロー

FLFLFLPU
パープル

点灯時 点灯時点灯時

品番を指定して
ください

本物の炎のように揺らめく LED キャンドル。
光に透ける押し花が美しいボタニカルシリーズです。
贈り物にも最適です︕
連続点灯時間300時間（目安）
※電池の性能、気温などによ
り変動いたします。
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電池別売り
単4電池2本使用

品番を指定して
ください

NEW

入荷予定︓10月上旬

DE046420 マスタード DE046437 レッド

DE046413 カーキ DE046406 ブラウン DE046390 スチールグレー

LEDフィラメントライト
¥1,900+(税)
Φ10.5×H21.8cm
単位:1  カートン:12

エジソンバルブのLED電球が仕込まれたアンティーク調ランタンです。
伝統的なオイルランプの形は普遍的で美しいです。
そこに色が乗り、新しい印象にアップデートされました。
ビビッドながら深みのあるカラーラインナップは、
アウトドア用品と相性が抜群です︕グランピングの雰囲気づくりや、副照明に。

パッケージ
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電池別売り
単3電池2本使用

品番を指定して
ください

☆スイッチを回して
　明るさを調整でき
　ます。

☆LED１２個:連続点
　灯約１０時間

LED LANTERN
火を使わないLEDランタン︕キャンプや
レジャーなどのアウトドアにも大活躍。
☆緊急時の備えにもなります☆

ウォームウールLED
フェーリアランタン
各\1,500+(税)
W12xD9.5×L21(27)cm
単位︓1  カートン︓30★

MAWWFLMI
ミント

パッケージ
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LEDバルブライト スター
¥2,600+（税）
 W25×D10×H36㎝
単位:1  カートン:12

LEDバルブライト 
ダイヤモンド
各¥2,000+（税）
Φ15×H16㎝
単位:1  カートン:24

LEBULISS シルバー

LEBULIDS シルバー
LEBULIDB ブラック

点灯時

点灯時
点灯時

ワイヤーで製作されたスターやダイヤモンド型の卓上LED照明です。
電池式なので、場所を選ばず使用できるのも特徴です。
リビングなどでおしゃれなインテリアを演出しながらご使用いただけます。
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DE044020

レトロテーブル
ランプA
¥3,300+（税）
Φ14.8×H36.5cm  
単位:1  カートン:6

DE044037

レトロテーブル
ランプB
¥3,300+（税）
W13.5×D12.5×H32cm  
単位:1  カートン:8

DE044044

レトロテーブル
ランプC
¥3,300+（税）
W19×D11×H35.5cm  
単位:1  カートン:4 DE044051

レトロテーブル
ランプD
¥3,300+（税）
Φ12.5×H34.5cm  
単位:1  カートン:12 DE044068

レトロテーブル
ランプE
¥3,300+（税）
W19×D13.3×H33.5cm  
単位:1  カートン:4

古いフィラメント式電球がカッコよく、グランジ風や
アンティーク、レトロな店内や室内によく合います。
産業革命後の工業製品らしい趣ですが、形がシンプル
なので、意外と幅のあるシーンでお使いいただけます。
電球は、エジソンバルブ式を模したLED電球︕
トグルスイッチになっているのも特徴です。細部にこ
だわったレトロな雰囲気は飽きることなく長くお使い
いただけるアイテムです。

電池別売り : 単３電池 2 本使用 

トグルスイッチ
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FLFLCLFL
フレッシュリネン

FLFLCLLA
ラベンダー

FLFLCLCF
シトラスフルーツ

FLFLCLBE
ベリー

FLFLCLVA
バニラ

FLFLCLOC
オーシャン

FLFLCSFL
フレッシュリネン

FLFLCSBE
ベリー

FLFLCSVA
バニラ

FLFLCSOC
オーシャン

フレームレスフリッカー
キャンドル　ショート
各¥1,900+（税）
約Φ7.5×H10cm
単位:１  カートン:36

フレームレスフリッカー
キャンドル　ロング
各¥2,200+（税）
約Φ7.5×H15cm
単位:１  カートン:24

※電池別売り/ 単3電池2本使用

※電池別売り/ 単3電池2本使用

品番を指定してください

品番を指定してください
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フレームレス
フリッカーキャンドル
フォレストウッド S
各\2,200+(税)
Φ7.5×H10cm
単位︓１  カートン︓36

フレームレス
フリッカーキャンドル
フォレストウッド L
各\2,600+(税)
Φ7.5×H15cm
単位︓１  カートン︓24

FLFLFSBB BRバークFLFLFSWB  WHバーチ

FLFLFLBB BRバーク

FLLECSCA シナモン/アップル

FLLECLCA シナモン/アップルFLLECLCS シナモン/スターアニス

フリッカー
LEDキャンドル S
\1,000+(税)
Φ7.5×H10cm
単位︓１  カートン︓36

フリッカーLEDキャンドル L
各\1,300+(税)
Φ7.5×H15cm
単位︓１  カートン︓24

電池別売り:単4電池3本使用

品番を指定して
ください Ｍoonlight ests tolteni veled

電池別売り
単4電池3本使用

電池別売り:単3電池2本使用

電池別売り:単3電池2本使用

品番を指定してください

本物の炎のように揺らめくLEDキャンドル。
天然素材のシナモンや木の実、
ドライフルーツが入っています。
ナチュラルなぬくもりに癒されてください。

まるで切り株に火を灯したようなキャンドルです。
アウトドア系やファンシー系など、
インテリアによって様々な空間演出が出来ます。
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ボトルドライトサインアート

Φ7.3×H30cm
単位:1  カートン:24

BOLISIGR グリーン BOLISIBU バーガンディBOLISIBK ブラック

電球寿命︓目安約5000時間/連続点灯約110時間電池によって異なります

BOLISITU ターコイズ BOLISINV ネイビー

ボトルドライトサインアート
各¥600+（税）
Φ7.3×H30cm
単位:1  カートン:24

漂流してきた瓶を思わせる青系の色味の瓶。
海に焦がれる気持ちがサインサインアートで表現されたデザインです。
西海岸インテリアや、ビーチサイドによく合うデザインです。

クラシカルなデザインのサインアートと瓶の色がマッチしていて
ビンテージテイストな内装に馴染むシリーズです。
ワインボトルのような色味なので、フレンチやイタリアンレストランの内装にも。

各¥600+（税）



2019-20 Autumn & Winter 039

BOLIGLWH
ホワイト

BOLIGLMI
ミント

BOLIGLPK
ピンク

BOLITWCL クリア BOLITWGR グリーン

ボトルドライト
ツインクル

Φ7.3×H30cm
単位:1  カートン:24

品番を指定してください

単4電池3本使用(別売り)

品番を指定してください

単4電池3本使用(別売り)

電球寿命︓目安約5000時間/連続点灯約110時間電池によって異なります

手書きの文字とパステルの瓶の色がマッチした、
キュートなシリーズです。お部屋のワンポイント照明に。
ナチュラル系のカフェスタイルにもマッチします。

手書きの文字にビタミンカラーの瓶で、ポップな印象のシリーズです。
ボトルに書かれた文字も人生を応援する前向きな言葉が。
「自分の中のかすかな光が、自分を輝かせる」ギフトにも良いですね。

各¥600+（税）

ボトルドライトグロースター

Φ7.3×H30cm
単位:1  カートン:24

各¥600+（税）
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コイヤーマット
トライバル
各¥1,600+（税）
約W60××L33.5cm
単位:1  カートン:12 品番を指定してください

COMASM1 スマイル1 COMASM2 スマイル2

MADE IN INDIA

マンションなどの玄関にも最適な小さめサイズです。

ご使用に
ついて

ハンドメイドの為、記載のサイズより多少の個体差がございます。水濡れや強く擦れた
場合など色落ちや色移りすることがあります。天然素材のため繊維が抜け落ちることが
あります。使い始めには、ブラシでブラッシングしていただきますと綺麗な状態を維持
しやすくなります。

60×33㎝

COMASM3 スマイル3

COMATRBK トライバルブラック

COMATRBL トライバルブルー

STCOMABK スターブラック STCOMATU スターターコイズ

スターコイヤーマット
各¥1,600+（税）
約W60×H33.5cm
単位:１ カートン:12
  

品番を指定してください
60×33㎝

STCOMAIB スターインディゴブルー

コイヤーマット
各¥1,600+（税）
約W60××L33.5cm
単位:1  カートン:12 品番を指定してください

MADE IN INDIA
60×33㎝

MADE IN INDIA
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WECOMASI サイン

WECOMAG2 グリーン2WECOMASN スキニー ナチュラル

WECOMABR ブラウンリボン

WECOMASB スキニーブラウン

コイヤーマット
各¥1,600+（税）
約W60××L33.5cm
単位:1  カートン:12 品番を指定してください

COMASUBL サーフブルー

COMABEPK ビーチピンク COMANA1 ネイチャー1

COMASUBE サンセットビーチ

COMAALMO アルプスマウンテン

MADE IN INDIA
60×33㎝

マンションなどの玄関にも最適な小さめサイズです。

ご使用に
ついて

ハンドメイドの為、記載のサイズより多少の個体差がございます。水濡れや強く擦れた
場合など色落ちや色移りすることがあります。天然素材のため繊維が抜け落ちることが
あります。使い始めには、ブラシでブラッシングしていただきますと綺麗な状態を維持
しやすくなります。

ウェルカムコイヤーマット
各¥1,600+（税）
約W60××L33.5cm
単位:1  カートン:12 品番を指定してください

MADE IN INDIA
60×33㎝
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PVCエンボスマット
各¥1,000+（税）
W60×L33cm
単位:2  カートン:30

品番を指定
してください

PVC EMBOSS MAT

PVEMSTGD スターゴールドPVEMSTSV  スターシルバーPVEMSTWH  スターホワイト

PVEMSMIV  スマイルTEXTアイボリー

PVEMSMYE  スマイルフェイスイエロー PVEMSMBL  スマイルフェイスブルー

PVEMSMOR  スマイルTEXTオレンジ

★屋内でも屋外でもご使用いただけます。
★薄型なのでドアの開閉の時に邪魔になりません。 
★滑りにくいPVC素材なので安心してご使用いただけます。 
★柔らかい素材なので程よい弾力性があり足への負担も軽減できます。 
★汚れや水気の拡散を防いでくれます。

☆マンションの玄関にも最適な小さ目サイズのPVCマットです。

PVEMSMTB  スマイルTEXTブラックNEW

PVEMSMFI  スマイルフェイスアイボリーNEW

新色登場

新色登場
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KIEMSMTB  スマイルTB

KIEMSMBE  スマイルBE

KIEMCAGR カクタスGR

KIEMSTNV  スターNVKIEMSTGY  スターGY

KIEMSMBK  スマイルBK

PVCエントランスマット
¥1,700+（税）
W60×Ｌ40㎝
単位:2  カートン:20★

品番を指定してください

KIEMSMYE  スマイルYE

PVC EMBOSS MAT
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※すべて手作業の為、記載のサイズより多少個体差・差異がございます。また、色落ち、織ムラなどがある場合がございます。ハンドメイドの風合いとしてお楽しみください。

ざっくりとした優しい風合いのインド
コットンで作られたフリーカバーです。
ベッドカバー、ソファーカバー、カー
テンや物隠しなど様々なシーンで活躍
するフリーカバーにプリントが施され
ました。

マルチカバー スター
各¥1,800+（税）
W150×L225cm
単位:1  カートン:30★
MADE IN INDIA

マルチカバー SURFトライバル
各¥1,800+（税）W150×L225cm
単位:1  カートン:30★
MADE IN INDIA

MUCOSUNV　ネイビー

MUCOSUGY　グレー

MUCOSULB　ライトブルー

MUCOSTGY　グレーMUCOSTNT　ナチュラル

品番を指定
してください

品番を指定
してください

MUCOSTNV　ネイビー

インドコットンで作られたフリーカバーは、ベッドカバー、ソファーカバー、カーテンや物隠しなど様々なシーンで活躍します。
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※すべて手作業の為、記載のサイズより多少個体差・差異がございます。また、色落ち、織ムラなどがある場合がございます。ハンドメイドの風合いとしてお楽しみください。

マルチカバー トライバル
各¥1,800+（税）W150×L225cm
単位:1  カートン:30★
MADE IN INDIA

MUCOTRBL　ブルー

MUCOTRBE　ベージュ MUCOTRKH　カーキ

IN532410 ネイティブA(53241) IN532427 ネイティブB(53242) IN532458 ネイティブC(53245) IN532465 ネイティブD(53246)

プリントマルチカバー 
ネイティブ
各¥1,800+（税)
W150×L225cm 
単位:1 カートン:30★

トライバル柄のマルチカバーです。
お部屋の模様替に。ワンアイテムでガラッ
と印象が変わります。

インドコットンで作られたフリーカバーは、ベッドカバー、ソファーカバー、カーテンや物隠しなど様々なシーンで活躍します。

品番を指定
してください

品番を指定
してください
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※すべて手作業の為、記載のサイズより多少個体差・差異がございます。また、色落ち、織ムラなどがある場合がございます。ハンドメイドの風合いとしてお楽しみください。

MUCOSOGA ガーネット

MUCOSODE デニム

MUCOSONI 人魚

MUCOSOOL オリーブ

MUCOSOSK 深海MUCOSOCA カカオ

MUCOSOYM よもぎ

MUCOSOYR 夜

MUCOSOLE レモン

MUCOSOLA ラテ

MUCOSOSE セサミ

マルチカバー
ソリッドカラー
各¥1,100+（税）
W150×L225cm
単位:1  カートン:30★
MADE IN INDIA

品番を指定してください

MUCOSOML ミルク MUCOSOYG ヨーグルト

※イメージ【MUCOSODE デニム】使用

MUCOSOZA ざくろ

MUCOSOMU マッシュルームMUCOSOCH チャイ

ソファーカバー、ベッドカバー、テーブルクロス、
カーテン、棚の目隠しや車のシートカバーなど
様々な用途に応じてお使いいただけます。
季節や気分で簡単にお部屋の雰囲気を変えて
くれる便利なアイテムです。
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ストライプ
マルチカバー
各¥1,100+（税)
W150×L225cm 
単位:1 カートン:30★

リネンのような風合いのある
コットンです。
ナチュラルな色味でインテリアに
よく馴染み、使い勝手が
とても良いシリーズです。

※すべて手作業の為、記載のサイズより多少個体差・差異がございます。また、色落ち、織ムラなどがある場合がございます。ハンドメイドの風合いとしてお楽しみください。

品番を指定してください

MUCONCBB ベージュ／ブラウン

MUCONCGB グリーン／ブルー

MUCONCPB ピンク／ベージュ

MUCONCRB レッド／ブルー

MUCOCHRD レッド

MUCOCHBR ブラウン

MUCOCHNV  ネイビー

MUCOCHBK ブラック

マルチカバーチェック
各¥1,100+（税）
W150×L225cm
単位:1  カートン:30★
MADE IN INDIA

品番を指定してください

225×150㎝

※イメージ※【MUCOCHBK ブラック】使用

MULTI COVER

IN532267
ネイビー(53226)

IN532274
グレー(53227)

IN532250
イエロー(53225)

IN532443
ブルー(53224)
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MUCOMOCA キャット　
ベースカラー︓ホワイト

MUCOMODO ドッグ　
ベースカラー︓ホワイト

MUCOMOCP キャットポスター 
ベースカラー︓ナチュラル

MUCOMODP ドッグポスター　
ベースカラー︓ナチュラル

※すべて手作業の為、記載のサイズより多少個体差・差異がございます。また、色落ち、織ムラなどがある場合がございます。ハンドメイドの風合いとしてお楽しみください。

ざっくりとした優しい風合いのインドコットン
で作られたフリーカバーです。ベッドカバー、
ソファーカバー、カーテンや物隠しなど様々な
シーンで活躍するフリーカバーにプリントが施
されました。

マルチカバーMONO
各¥1,800+（税）
約W150×L225cm
単位:1  カートン:30★

品番を指定してください MADE IN INDIA

150×225㎝
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MUCOMOBI  バード　
ベースカラー︓ナチュラル

MUCOMOMA  マリン　
ベースカラー︓ナチュラル

MUCOMONE  ニューヨーク　
ベースカラー︓ナチュラル

MUCOMOPA  パリ　
ベースカラー︓ナチュラル

MUCOMOFR  フルーツ
ベースカラー︓ホワイトMUCOMOSH  シェル　

ベースカラー︓ホワイト

※すべて手作業の為、記載のサイズより多少個体差・差異がございます。また、色落ち、織ムラなどがある場合がございます。ハンドメイドの風合いとしてお楽しみください。
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※すべて手作業の為、記載のサイズより多少個体差・差異がございます。また、色落ち、織ムラなどがある場合がございます。ハンドメイドの風合いとしてお楽しみください。

COMAKICP  キャットポスター

コットンマット キッチン
各¥2,900+（税）
約W120×L45cm
単位:1  カートン:20

品番を指定してください

COMAKIDP  ドッグポスター
MADE IN INDIA

COMALACP  キャットポスター

コットンマット ラージ
各¥2,900+（税）
約W90×L60cm
単位:1  カートン:20

品番を指定してください

COMALADP  ドッグポスター MADE IN INDIA

COMASMCP  キャットポスター

コットンマット スモール
各¥1,600+（税）
約W65×L45cm
単位:1  カートン:30

品番を指定してください

COMASMDP  ドッグポスター

MADE IN INDIA

W65×L45cm
W90×L60cm

SMALL MAT

LARGE MAT

KITCHEN MAT

ビンテージポスター
クッション
各¥2,000+（税）
約W43×L43cm
単位:1  カートン:12 MADE IN CHINA

CUSHION

 品番を指定
してください

VIPOCUCA キャットポスター VIPOCUDO ドッグポスター

レトロなポスターの様なイラストのコットンマットです。
様々なシーンでお使いいただけます。

●パンヤ付き
（カバー取外しできます）
●シュリンクパック入り
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ALCLHOML
10Pアルミクリップ
ホルダー
10個セット \580+(税）
約H8cm
単位︓6  カートン︓300★
日本製

突っ張り棒やカーテンレール等
にリング部分を通し、
お気に入りの生地をクリップ
で留めると、
カフェカーテンや
カーテンなどに早変わり︕

パッケージ

ALCLHS SUN ALCLHH 花蝶 ALCLHM モダン ALCLHK 角型

ALCLS SUN

ALCLH 花蝶

ALCLM モダン

ALCLK 角型

ヘッダー付き
24Ｐアルミピンチ
24個セット 各\580+(税)
単位︓6  カートン︓400★
日本製

袋入り
24Ｐアルミピンチ
24個セット 各\580+(税)
単位︓6  カートン︓400★
日本製

品番を指定してください

袋入り

品番を指定してください

ヘッダー付き

※イメージ【MUCOMOCA　キャット】使用

aluminium clip

aluminium
pinch

S4ALCLLO ロンドンバス 1個︓約W3.5xH5cm S4ALCLPE ペンギン 1個︓約W2.7xH5.7cm

4Pアルミクリップ
４個セット 
各\300+(税)
単位︓6  カートン︓480

4P
aluminium
clip

パッケージパッケージ

ロンドンバス、ペンギンの形をしたアルミクリップは洗濯ばさみ以外にも
キッチンクリップや文房具としてもお使いいただけます。MADE IN VIETNAM

ロングランデザインのアルミクリッ
プです。
日本の金型工場で長く変わらぬ製法
で作られています。
古びないスタイリッシュなデザイン
は、どんな部屋にも馴染みます。
パッケージはヘッダー付きの商品と
袋入り商品の２種類があります。
店舗の陳列都合等でお選び下さい。

品番を指定してください
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※すべて手作業の為、記載のサイズより多少個体差・差異がございます。また、色落ち、織ムラなどがある場合がございます。ハンドメイドの風合いとしてお楽しみください。

LANDCTAL アルプス LANDCTNE ニューヨーク

ランドスケープ
カーテン
各¥2,900+（税）
W110×L180cm
単位:１  カートン:50

LANDCTCA カリフォルニア

LANDCTSC シュワルツヴァルト

LANDCTPA パリLANDCTLO ロンドン

MADE IN INDIA

品番を指定
してください

世界の有名な景色が一枚絵のカーテンになりました。
薄手のカーテンは間仕切りなどにも大変使いやすいです。
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※すべて手作業の為、記載のサイズより多少個体差・差異がございます。また、色落ち、織ムラなどがある場合がございます。ハンドメイドの風合いとしてお楽しみください。

LANDSCAPEカーテン
各¥2,900+（税)
W110×L180cm
単位:1  カートン:50

LANDCTFL フラワーLANDCTF2 フラワー２

マルチカバーMONO
各¥1,800+（税)
W150×L225cm
単位:1  カートン:30★

品番を指定してください

MUCOMOF2 フラワー2MUCOMOHE ハーブス

人気のモノクロマルチカバーに新柄が出来ました。様々な大輪の花が描かれた
柄と、ハーブが描かれた柄です。植物柄は場所を選ばずどこでも馴染みます。
ベッドリネン、ソファーカバー、もの隠しやテーブルクロスにも。多用途にお
使いいただけます。MADE IN INDIA

品番を指定してください

MUCOMOLE リーブス　 MUCOMOFL フラワー　 

LANDCTHE ハーブスLANDCTLE リーブス

モノクロでボタニカル・イラストが描
かれたインドコットンのカーテンです。
柔らかな手触りと、光を柔らかく遮る
薄地の生地です。
上部に紐が付いているので、つっぱり
棒やカーテンレールに直接結びつける
だけで設置できます。簡単なパーテー
ションやもの隠し、タペストリーとし
て壁に吊るしても。
シンプルでナチュラルな暮らしを飾る
アイテムです。 

MADE IN INDIA
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DE044266 ホワイトティーDE044273 コットン DE044280 ラベンダー

コットンフラワー
ディフューザー
各¥1,500+（税)
Φ5xH9.5㎝100ml（本体） 
W11.3xD7.3xH24.2㎝（パッケージ）
単位:3 カートン:12 

植物がアレンジされたディフューザー。造花なので
管理が簡単で、お部屋に香りとグリーンを一緒に飾
れます。
◇香りの持続期間 :100ml 2～3ヶ月 ( 目安 )

※香りサンプルはご希望のお客様に3本つき１個無料で
　お付けいたします。
※本体テスターは有償となります。
   コットンフラワー︓￥450
　ボタニカル　　　︓￥360
※ご希望のお客様は御注文書にてお知らせください。

ふわふわのタオルの
ような石鹸の爽やか
な香り。

清涼感あふれる
スッキリとした、
ほのかな茶の香り。

ストレスの軽減、心身の
バランスを整える働きや
安眠、リラックス効果が
あります

品番を指定してください
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DE044204
オーシャンブリーズ

DE044211
カリビアンココナッツ

DE044228 
ハワイアンサーフ

DE044235 ラベンダーDE044242 リネン DE044259 ローズ

ボタニカルディフューザー
ユーカリ
各¥1,200+（税)
Φ5xH9.5㎝100ml（本体） 
W11.3xD7.3xH24.2㎝（パッケージ）
単位:3  カートン:12

品番を指定してください

洗い立ての麻布のような
石鹸の爽やかな香り。

ラグジュアリーなローズ
の香りは癒しと、活力が
でる効果があります。

ストレスの軽減、心身の
バランスを整える働きや
安眠、リラックス効果が
あります

ビーチに差し込む夏の日
差しのように、キリッと
したクール系のリフレッ
シュできる香りです。

香り豊かなココナッツ
オイルから作られたカ
リビアンココナッツの
香りです。

南国の暖かな空気を思わ
せる、甘くてリラックス
できる香りです。

品番を指定してください

ボタニカルディフューザー
モンテラス
各¥1,200+（税)
Φ5xH9.5㎝100ml（本体） 
W11.3xD7.3xH24.2㎝（パッケージ）
単位:3  カートン:12

品番を指定してください

※ドライフラワーの花や茎が落ちる事がございますが、製品の特性上避けられませんので予めご了承ください。



056 2019-20 Autumn & Winter

※ハンドメイドの為、記載のサイズより多少の個体差・差異がございます。予めご了承ください。

ガラスコレクション
パーティションケース
レクタングル ブラス
\3,800+（税）
W23×D13.7×H5cm
単位:1  カートン:8★

ガラスコレクション
パーティションケース
レクタングル ブラック
\3,200+（税）
W23×D13.7×H5cm
単位:1  カートン:8★

ガラスコレクション
パーティションケース
スクエア ブラック
\3,600+（税）
W20.5×D20.5×H5cm
単位:1  カートン:8★

ガラスコレクション
パーティションケース 
スクエアブラス
\4,300+（税）
W20.5×D20.5×H5cm
単位:1  カートン:8★

GLCOPARR ブラス

GLCOPARK ブラック

GLCOPASR ブラス

GLCOPASK ブラック

品番を指定してください品番を指定してください

BIJGPPCL クリアー BIJGPPDP ダークピンク

BIJGPPAM アンバー BIJGPPGR グリーン

ビジューガラスポット
パンプキン
各\250+(税)
Φ6×H3.5㎝
単位︓12　カートン︓72★

ビジューガラスポット
ゴード
\300+(税)
Φ7.5×H7.3㎝
単位︓6　カートン︓72★

ゴード

BIJGLPGO ゴード

ビジューガラスポット
ウェーブ
\300+(税)
Φ7.5×H6.5㎝
単位︓6　カートン︓48★

BIJGLPWA ウェーブ

ウェーブ

ビジューガラスポット
カレイド
\400+(税)
Φ7.5×H6.4㎝
単位︓6　カートン︓72★

BIJGLPCA カレイド

カレイド

アクセサリーの収納などにも便利な色がきれいな小さなガラスポット

GLASS COLLECTION CASE

GLASS POT

レクタングルブラス スクエアブラス

レクタングルブラック スクエアブラック

アクセサリーや時計など、お気に入りを並べれば
おしゃれな雑貨店のような空間をお楽しみいただ
けます。MADE IN INDIA
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IN116405 ナチュラルS 

IN116412 ナチュラルＬ 

ウィッカーミラーＬ
¥4,200+(税)
Φ49×D3cm(ﾐﾗｰ部分:Φ30.5cm）
単位:1  カートン:6★
※三角壁掛け金具１個付

IN116429 ブラウンS

IN116436 ブラウンＬ 

天然素材の温かみと
ハンドメイドならではの優しい風合いが特徴的な壁掛けミラー。
アジアン、カントリー、北欧、ナチュラル
様々はテイストに馴染むデザインでインテリアをさらに
楽しむことができます。

ハンドメイド製品の為、多少の個体差・差異がございます。ハンドメイドの風合いとしてお楽しみください。

ウィッカーミラーＬ
¥4,500+(税)
Φ59×D3cm(ﾐﾗｰ部分:Φ30.5cm）
単位:1  カートン:6★
※三角壁掛け金具１個付

ウィッカーミラーS
¥3,000+(税)
Φ40×D3cm(ﾐﾗｰ部分:Φ18.5cm）
単位:1  カートン:12★
※三角壁掛け金具１個付

ウィッカーミラーS
¥2,800+(税)
Φ32×D3cm(ﾐﾗｰ部分:Φ18.5cm）
単位:1  カートン:12★
※三角壁掛け金具１個付
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WOHESTSM ストーンズ WOHESTMM マンハッタンWOHESTEM エバーフレッシュ

WOHESTSS ストーンズ WOHESTMS マンハッタンWOHESTES エバーフレッシュ

WOHETBST ストーンズ WOHETBMA マンハッタンWOHETBEV エバーフレッシュ

ウッドハーベスト
ボックス スタッカブルL 
各¥2,000+（税）
W36×D24×H17cm
単位:1  カートン:9

ウッドハーベスト
ボックス スタッカブルM
各¥1,300+（税）
W36×D24×H8cm
単位:1  カートン:16

ウッドハーベスト
ボックス スタッカブルS
各¥900+（税）
W24×D18×H8cm
単位:1  カートン:24

ウッドハーベスト
ティッシュボックス
各¥1,500+（税）
W28×D15×H8.5cm
単位:1  カートン:20

品番を指定してください

品番を指定してください

WOHESTSL ストーンズ WOHESTEL エバーフレッシュ

品番を指定してください

品番を指定してください

品番を指定してください

ウッドハーベスト
ボックス クレート
各¥1,800+（税）
約W45×D29×H10.5cm
単位:6 (柄アソート可）
カートン:6★
  

WOHESTML マンハッタン
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ブラッシュドワイヤーテーブル
ラック スター
各¥2,500+（税）
W30×D11×L28.5cm
単位:1  カートン:8

品番を指定してください

BRTASTWH ホワイトBRTASTBR ブラウン

キッチンでもお部屋でも
小物類を可愛くディスプレー
しながら収納できます︕

エイジング加工がされています

ブラッシュドワイヤーテーブルラックＬ
各¥2,500+（税）
W29×D11×H26cm
単位:1  カートン:16

品番を指定してください

ブラッシュドワイヤーテーブルラックS
各¥2,000+（税）
W22×D11×H20cm
単位:1  カートン:20 品番を指定してください

BRTARASB アンティークブラウン

BRUSHED WIRE TABLE RACK

BRTARASW アンティークホワイト

BRTARALB アンティークブラウン BRTARALW アンティークホワイト

SMALL SIZE

LARGE SIZE

SMALL SIZE

LARGE SIZE

BRUSHED WIRE STAR

BRTASTBZ ブロンズ
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ウッデンレター
ホワイト
A～Ｚ
各¥180+（税）
約H6×D1.3×㎝
単位:6  カートン:384

WOLEWH A～Z

ホワイト

ウッデンレター
ブラウン
A～Ｚ
各¥180+（税）
約H6×D1.3×㎝
単位:6  カートン:384

WOLEBR A～Z

ブラウン

WOODEN LETTER

品番の末尾にA～Ｚの
アルファベットを指示
してください

品番の末尾にA～Ｚの
アルファベットを指示
してください

ウッデンレター
ブラウン0～9
各¥180+（税）
約W3～５×D1.2×H6㎝
単位:6  カートン:384

WOLEBR 0～9

ブラウン

ウッデンレター
ホワイト0～9
各¥180+（税）
約W3～５×D1.2×H6㎝
単位:6  カートン:384

WOLEWH 0～9

ホワイト

品番の末尾に0～9の数字を指示してください

ウッド素材のアルファベットオブジェ。
独立してスタンドもできます。

ウッド ウッド

オールドルックレター A～Ｚ　ブラック
各¥200+（税）
約W6×D1.3×H8㎝
単位:2  カートン:192

BOLLOLE A ～ Z
ブラック

オールドルックレター　A～Ｚ　カラー
各¥200+（税）
約W6×D1.3×H8㎝
単位:2  カートン:192

OLLOLE A ～ Z
カラー

品番の末尾にA～Ｚの
アルファベットを指示
してください

OLD LOOK LETTER
MDF素材のアルファベットオブジェ。独立してスタンドもできます。
ご自宅の玄関先やレストラン、カフェなどのディスプレーにも活躍します。

MDF

品番の末尾にA～Ｚの
アルファベットを指示
してください

終売

終売

終売

※N/P/Zは終売です。
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スチールレターアイボリー
A～Ｚ/0～9
各¥200+（税）
約H7×D1.4×㎝
単位:3  カートン:150

STLEIV A～Z/0～9
アイボリー

　　　品番の末尾にA～Ｚ/0～9の
アルファベット、数字を指示してください

スチールレターブラウン
A～Ｚ/0～9
各¥200+（税）
約H7×D1.4×㎝
単位:3  カートン:150

STLEBR A～Z/0～9
ブラウン

　　　品番の末尾にA～Ｚ/0～9の
アルファベット、数字を指示してください

品番を指定してください

アイアンレターネイル
ナンバー　0～9
ゴールド︓各\580+(税)
約Ｗ0.3～4.2×D4×H3.9cm
単位︓1  カートン︓100★

IRLENAG 0～9

アイアンレターネイル
ナンバー　0～9
ブラック︓各\580+(税)
約Ｗ0.3～4.2×D4×H3.9cm
単位︓1  カートン︓100★

IRLENAB 0～9

アイアンレターネイル
小文字　a～z
ゴールド︓各\580+(税)
約Ｗ0.3～4.2×D4×H3.9cm
単位︓1  カートン︓100★

IRLENSG A～Z

アイアンレターネイル
小文字　a～z
ブラック︓各\580+(税)
約Ｗ0.3～4.2×D4×H3.9cm
単位︓1  カートン︓100★

IRLENSB A～Z

アイアンレターネイル
大文字　Ａ～Z
ゴールド︓各\580+(税)
約Ｗ0.3～4.2×D4×H3.9cm
単位︓1  カートン︓100★

IRLENAG A～Z

アイアンレターネイル
大文字　Ａ～Z
ブラック︓各\580+(税)
約Ｗ0.3～4.2×D4×H3.9cm
単位︓1  カートン︓100★

IRLENAB A～Z

品番を指定してください 品番を指定してください 品番を指定してください

アイアンレターネイル アイアンレターネイル アイアンレターネイル

アイアン アイアン
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SING ART BOOK BOX
親しみのある物語をイメージしたブック型の小物入れです。まるで
本物のブックの様な小物入れはデスクに使ったり、本棚に並べたり
とお使い頂けます。

エンプティボックスS
各¥1,400+（税）
W11×D4×H16cm　
単位:1  カートン:36

品番を指定してください

エンプティボックスL
各¥1,700+（税）
W15.5×D5.5×H21.5cm　
単位:1  カートン:20

品番を指定してください

S L

SIBOBOLH
白鯨L

SIBOBOSO
オズの魔法使いS

SIBOBOSH 
白鯨S

SIBOBOSD 
ドンキホーテS

SIBOBOSF 
不思議の国のアリスS

SIBOBOSA 
青い鳥S

SIBOBOSP
ピノキオS

SIBOBOSJ
宝島S

SIBOBOLF 
不思議の国のアリスL

SIBOBOLA 
青い鳥L

SIBOBOLP
ピノキオL

SIBOBOLJ
宝島L

SIBOBOLO
オズの魔法使いL

Sサイズ
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ANEMBOA

アンティークルック　
エンプティブックボックス 
Ａ
\1,300+(税）
約W14xD4.1xH17.5cm
単位︓１  カートン︓12

アンティークルックエンプティーボックス

ANEMBOB

アンティークルック　
エンプティブックボックス 
B
\1,400+(税）
約W14xD4.2xH20cm
単位︓１  カートン︓12

ANEMBOC

アンティークルック　
エンプティブックボックス
 C
\1,300+(税）
約W14xD4.6xH19cm
単位︓１  カートン︓12

ANEMBOD

アンティークルック　
エンプティブックボックス
 D
\1,600+(税）
約W14xD4.6xH20cm
 単位︓１  カートン︓12

ANEMBOE

アンティークルック　
エンプティブックボックス
 E
\1,400+(税）
約W14xD6xH19cm
単位︓１  カートン︓12

ANEMBOF

アンティークルック　
エンプティブックボックス 
F
\1,700+(税）
約W15xD8xH20cm
単位︓１  カートン︓12

ANEMBOG

アンティークルック　
エンプティブックボックス
G
\1,800+(税）
W16xD5.1xH22.5cm
単位︓１  カートン︓12

ANEMBOH

アンティークルック　
エンプティブックボックス 
H
\1,800+(税）
約W16xD5.1xH22.5cm
単位︓１  カートン︓12

ANEMBOI

アンティークルック　
エンプティブックボックス
 I
\1,600+(税）
約W18.5xD6.1xH24cm
単位︓１  カートン︓12

ANEMBOJ

アンティークルック　
エンプティブックボックス
 J
\1,900+(税）
約W21.2xD4xH30cm
 単位︓１  カートン︓12

ANEMBOK

アンティークルック　
エンプティブックボックス
 K
\1,900+(税）
約W21.2xD4xH30cm
単位︓１  カートン︓12

ANEMBOL

アンティークルック　
エンプティブックボックス
 L
\1,900+(税）
約W21.2xD4xH30cm
単位︓１  カートン︓12

BOXサイズ︓12種類を大きさ順に並べるとこの様になります。
アンティーク調の雰囲気のあるディスプレーをお楽しみいただけます。

ANTIQUE LOOK 
                 EMPTY BOX
レトロなブック型の小物入れです
まるで本物のブックの様です
デスクの上でさりげなく使ったり
シークレットで本棚に並べたら
小物入れには見えません

A B C

D E F

G H I

J K L
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品番を指定してください

単３電池１本使用 電池別売り

OLCLTANO 　NORMANDOLCLTACH 　CHOCOLATE

OLCLTAOT 　OLD TOWN OLCLTAWI 　WILLIAM

OLCLTAVI 　VINTAGE

オールドルック テーブルクロック
各¥980+（税）
Φ14.5×D3cm　単位:1  カートン:32

OLCLTACI  CINEMA OLCLTAKE KENSINTON

OLCLTANA アンカーネイビー
OLCLTACA 

カリフォルニアフラッグ

OLCLTASH SURFホワイト

OLCLTASL SURFブルー OLCLTABB ビーチブラウン

OLCLTAUK 　UK

OLCLTABC ビーチカラー

アンティークのエイジング加工が
された盤面のシリーズです。
シャビー・シックなインテリアに
よく合います。
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OLCLWCCH 　CHOCOLATE

OLCLWCOT 　OLD TOWN

OLCLWCUK 　UK

OLCLWCWI 　WILLIAM

OLCLWCBK 　ブラック

OLCLWCVI 　VINTAGE

オールドルックウォールクロック
各¥1,200+（税）
Φ28.5cm　単位:1  カートン:12

OLCLWCLO　LONDON

OLCLWCPA　PARIS

品番を指定してください

単３電池１本使用 電池別売り

OLCLWANA アンカーネイビーOLCLWCAB アンカーブルー

OLCLWASH SURFホワイト

OLCLWASL SURFブルー OLCLWABC ビーチカラーOLCLWABB ビーチブラウン
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OLCLHOLA  
ロスアンジェルス

OLCLHONZ  
ニュージーランド

OLCLSRWG グリーン

OLCLSRWK ブラック

OLCLHONY  
ニューヨーク

OLCLHOST  
サンモリッツ

オールドルッククロック
ホテル
各¥1,900+（税）
Φ24×Ｌ36.8㎝
単位:1  カートン:12

品番を指定してください

単３電池１本使用 ( 別売り）

オールドルッククロック
スケルトン ラウンドテーブル
各¥1,700+（税）
Φ18×D6×H19cm　
単位:1  カートン:32

オールドルッククロック
スケルトンラウンドウォール
各¥2,500+（税）
Φ28.5cm　単位:1  カートン:12

品番を指定してください

※単３電池１本使用 電池別売り

OLCLSRTG グリーン OLCLSRTK ブラックOLCLSRTL ブルー OLCLSRTW ホワイト

OLCLSRWL ブルー

OLCLSRWW ホワイト

昔のホテルにはそれぞれ荷物タグがありました。各ホテルを特徴付け
るレトロなラベルは、今も愛好家の間で親しまれています。
そんなホテルのラベルをイメージした時計です。
レトロでグラフィカルな時計は、お部屋のアクセントになります。

品番を指定してください

※単３電池１本使用 電池別売り

数字部分が型抜きになっています。ヨーロッパの街角にぶら下がる時計のような
、クラシカルな雰囲気の時計です。ビンテージ加工がされており、ペンキの剥げ
が、シャビー・シックなインテリアによく合います。
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ステーションウォールクロック
各¥2,000+（税）
Φ20.5/22.5×H9cm　
単位:1  カートン:12 品番を指定してください

単３電池１本使用 電池別売り

見やすい文字盤とシンプルなデザインが調和
したかけ時計。奥行のある形なのでシンプル
ながらもインパクトのあるウォールデコレー
ションをお楽しみいただけます。

STWACLWH ホワイト STWACLKH カーキ

BACK SIDE

EMMEWABL ブルー 

EMMETABK
ブラック

EMMETABU
バーガンディ

エンボスメタルテーブルクロック
各¥950+（税）
Φ15×H7cm　単位:1  カートン:24

品番を指定してください

エンボスメタルウォールクロック
¥1,900+（税）
Φ30×D2cm　単位:1  カートン:12

単３電池１本使用 電池別売り

EMMETAGY
グレー

EMMETABL
ブルー

EMBOSSED 
METAL CLOCK

STATION WALL 
CLOCK

アレグロクロック
各\1,500+(税）
約W7.5×D5×H12.5cm
単位︓2  カートン︓36★

品番を指定してください

アラーム
ステップ運針
バックライト機能付き

ALLEGRO DESK CLOCK シンプルで使いやすいデザインのデスククロックはどんなインテリアにも
馴染みます。アラーム、バックライト付きで贈り物にも最適です。

単３電池１本使用 電池別売り
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入荷予定︓0月あ旬Sea&Sun
ボードフィンクロック
各¥1,300+（税）
約W25×D6.8×H16.8cm
単位:1  カートン:24

SSCLBOGR グリーンSSCLBOBL ブルー

単３電池１本使用 ( 別売り）

Sea&Sun
サーフボードクロック
各¥1,600+（税）
約W17×D3.1×H42cm
単位:1  カートン:24

SSCLSUYE
イエロー

SSCLSUBL
ブルー

品番を指定してください品番を指定してください

単３電池１本使用 ( 別売り）
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オールドルック
サーフボードクロック
各¥2,000+（税）
約W17.3×L60cm
単位:1  カートン:12

OLLCSKBL  ブルーOLLCSKNT  ナチュラル

オールドルッククロック
スケートボード
各¥2,000+（税）
W15.3×Ｌ59.5㎝
単位:1  カートン:12

品番を指定してください

単３電池１本使用 ( 別売り）

品番を指定してください

単３電池１本使用 ( 別売り）

OLLCSKBK  ブラック OLLCSUNV 
ネイビー

OLLCSULB 
ライトブルー

OLLCSUDB 
ダークブラウン

OLLCSUWO
ウッド
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RECLDEWH ホワイト RECLDERD レッド 

RECLDEPU パープル RECLDEGR グリーン RECLDEGY グレー RECLDEBL ブルー 

レコードクロックデスク
各¥950+（税）
W15×D3.5×L15cm
単位:1  カートン:48

品番を指定
してください

単3電池１本使用
（電池別売り）

RECORD CLOCK WALL 

BACK SIDE

レトロなレコードプレーヤーに乗った
レコードの印刷がされたガラスクロックです。
小さいサイズがデスク横にちょうどよく、
レコード好きな方へのギフトにもぴったりです。

ガラス素材なので、プリントに高級感があります。表面のツヤがとてもきれいです。
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RECLWAWH ホワイト 

RECLWARD レッド RECLWAPU パープル 

RECLWAGR グリーン 

レコードクロックウォール
各¥1,600＋(税)
Φ34㎝
単位:1  カートン:12

品番を指定
してください

単3電池１本使用
（電池別売り）

レコードのイメージでデザインされたウォールクロックです。
スタイリッシュにお部屋のインテリアをデコレーションできます。
ガラス製。
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COGLTAMO ムーン

COGLTAJU ジュピター

COGLTAPL プラネッツ COGLTAGA ギヤラクシー

COGLTAEA アースCOGLTAMA マーズ

コズミックガラス
テーブルクロック
各¥950+（税）
Φ17×D3.5cm
単位:1  カートン:24

電池別売り
単3電池1本使用

太陽系の星々や銀河をモチーフにしたガラス製の時計が、
あなたと共に悠久の時を刻みます

品番を指定して
ください

デザインが映える光沢のあるガラス素材です。
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COGLWCMO ムーン

COGLWCJU ジュピター

COGLWCPL プラネッツ COGLWCGA ギャラクシー

COGLWCEA アースCOGLWCMA マーズ

コズミックガラス
ウォールクロック
各¥1,500+（税）
Φ30cm
単位:1  カートン:12

電池別売り
単3電池1本使用

品番を指定して
ください
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ガラスアートピクチャー
デスククロック
各¥1,200+（税）
W20×D4×L13cm
単位:1  カートン:48

GLARCLDA DOG A

GLARCLCA CAT A GLARCLCB CAT B GLARCLCC CAT C

GLARCLDC DOG&CAT

BACK SIDE

品番を指定
してください

単3電池×１本使用
（電池別売り）

GLARCLDB DOG B

デザインが映える光沢のあるガラス素材です。
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ガラスアートピクチャー
デスククロック フラワー
各¥1,200+（税）
約W20×L13×D4cm
単位:1  カートン:48

CL043801 フラワーA CL043818  フラワーＢ

CL043825 フラワーＣ CL043832 フラワーＤ

CL043849 フラワーE CL043856 フラワーＦ

CL043870 フラワーＨ

ガラスアートピクチャー
デスククロック フラワー
各¥950+（税）
約W15×L15×D3.5cm
単位:1  カートン:48

デザインによってBACK SIDEのスタンド部分の位置が異なっております。

CL043863 フラワーＧ

CL043894 フラワーＪ

CL043887 フラワーI

BACK SIDE BACK SIDE

品番を指定
してください

単3電池×１本使用
（電池別売り）

品番を指定
してください

単3電池×１本使用
（電池別売り）

デザインが映える光沢のあるガラス素材です。
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CL043788 ビーチE CL043795 ビーチＦ

CL043764 ビーチＣ

CL043771 ビーチＤ

ガラスアートピクチャー
デスククロック ビーチ
各¥1,200+（税）
W20×D4×L13cm
単位:1  カートン:48

CL043757  ビーチＢCL043740 ビーチA

BACK SIDE

品番を指定
してください

単3電池×１本使用
（電池別売り）

デザインが映える光沢のあるガラス素材です。
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DE043719 
ガラスアートピクチャーＭ　L

DE043689 ガラスアートピクチャーＭ　I

DE043702 ガラスアートピクチャーＭ K

DE043665 ガラスアートピクチャーＭ  Ｇ

DE043696 ガラスアートピクチャーＭ　Ｊ

DE043672 ガラスアートピクチャーＭ　Ｈ

ガラスアートピクチャー M
各¥1,600+（税）
W40.5×L27cm
単位:1  カートン:12

W40.5×L27㎝

ガラス素材のウォールデコレーション。強化
ガラス加工なので安心です。壁に取り付ける
だけでオシャレな空間を演出していただけま
す。

BACKSIDE強化ガラス使用
品番を指定

してください
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GLARPIMA ガラスアートピクチャーＭ　A

ガラスアートピクチャー
Ｍ
各¥1,600+（税）
W40.5×L27cm
単位:1  カートン:12

BACKSIDE

品番を指定してください

強化ガラス使用

DE043658 
ガラスアートピクチャーＭ　F

DE043641 ガラスアートピクチャーＭ　E

ガラス素材のウォールデコレーション。強化ガラス加工なので安心です。
壁に取り付けるだけでオシャレな空間を演出していただけます。

デザインが映える光沢のあるガラス素材です。
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ガラスアートピクチャー L
各¥2,200+（税）
W50×L37cm
単位:1  カートン:6

品番を指定してください

BACKSIDE

強化ガラス使用

GLARPILC ガラスアートピクチャーL　C GLARPILD ガラスアートピクチャーL　D

DE043733 ガラスアートピクチャーL　F DE043726 ガラスアートピクチャーL　E

デザインが映える光沢のあるガラス素材です。
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GLASS ART PICTURE

ガラスアートピクチャー
スクエアL
各¥2,500+（税）
約Ｗ43×H43cm
単位:1  カートン:6

品番を指定してください

BACK SIDE

※強化ガラス使用

品番を指定してください

BACK SIDE
※強化ガラス使用

ガラス素材のウォールデコレーション  。
強化ガラス加工なので安心です。
壁に取り付けるだけでオシャレな空間を演出してい
ただけます。

デザインが映える光沢のあるガラス素材です。

ガラスアートピクチャー L
各¥2,200+（税）
W50×L33cm
単位:1  カートン:6

入荷予定︓9月下旬NEW

DE045713 L ムーンA DE045720 L ムーンB

DE045706　スクエアL  ムーンBDE045690　スクエアL　ムーンA

SQ L

L
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GLARLNE ニューヨーク

GLARMBB ブルックリンブリッジ

GLARMBP ブルックリンプレート

ガラスアートピクチャーＬ
¥2,200+（税）
W50×L37cm
単位:1  カートン:6

ガラスアートピクチャーＭ
各¥1,600+（税）
40.5×27cm
単位:1  カートン:12

品番を指定してください

BACK SIDE

GLARMEM エンパイアステートビルディング

※強化ガラス使用

ガラスアートピクチャー
スクエア
各¥1,500+（税）
W33×L33cm
単位:1  カートン:12

品番を指定してください

GLARSEI エッフェルタワーGLARSDO ドッグ

BACK SIDE

※強化ガラス使用

BACK SIDE
※強化ガラス使用

L

M

SQ
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POLPFRBE ベージュ 

POLPFRBL ブルー

POLPFRKH カーキ POLPFRBK ブラック 

POLPFRBR ブラウン 

ポプラウッド
LPジャケットフレーム
各¥1,800+(税)
 Ｗ36.5×D2.3×L36.5㎝
単位:1  カートン:12

PINEWOOD STACKING CONTAINER

パインウッドスタッキング
コンテナボックス
各¥3,800+（税）
Ｗ38×L21.5×L25cm
単位:1  カートン:6★

品番を指定してください

POLPFRWH ホワイト

上部より簡単にLPを
出し入れできます

ポプラウッドフレームを陳列するのに
丁度良いサイズになっております。

MAPWSBAN アンティーク MAPWSBNT ナチュラル
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A4サイズ

A3サイズ

ポプラウッド
フォトフレーム A4サイズ
各¥1,500+（税）
W27.7×D1.5×L36.5cm
単位:1  カートン:24

ポプラウッド
フォトフレーム A3サイズ
各¥1,800+（税）
W36.3×D1.5×L48.6cm
単位:1  カートン:12品番を指定してください

品番を指定してください

POPHA3KH カーキ

POPHA3BR ブラウン

POPHA4WH ホワイト

POPHA4BE ベージュ

POPHA3WH ホワイト

POPHA4KH カーキ

POPHA3BE ベージュ

POPHA3BL ブルー

POPHA3BK ブラック

POPHA4BL ブルー

POPHA4BK ブラック
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USFAFPCH チキン

USFAFPCO カウ USFAFPOW オウル

USFAFPPU パンプキン

USFAFPPI ピッグ

USFAFPFL フラワー

USファーマーズ
フレームポスター
¥2,900+（税）
W30.5×L46cm
単位:1  カートン:4

品番を指定
してください

※こちらの商品のフレームは
はめ殺し式となっております。

古き良きアメリカの宣伝ポスターをフレーム
に入れたアートボードです。
アメリカンビンテージなインテリアにマッチ
します。店舗装飾としても。
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品番を指定
してください

サインアートボードS
各¥2,200+（税）
W25.5×D1.5×H34cm
単位:1  カートン:24

サインアートボードM
¥2,900+（税）
W35×D1.5×H45cm
単位:1  カートン:12

サインアートボードL
¥3,900+（税）
W50×D2×H70cm
単位:1  カートン:6

古き良きアメリカの看板職人が描いた金文
字看板や、チョークアートで描かれたカフ
ェメニューのアートボードです。厚みと質
感のあるカンバスに美しくプリントされて
おり、額なしのLサイズは側面から見ても
重厚感があります。

飾るだけで室内がカフェ風に。もちろん実
際の店舗装飾としても。

サインアートボード
各¥2,500+（税）
W40×D2×H55cm
単位:1  カートン:10

SIARDOPO ドッグポスターSIARCAPO キャットポスター

 品番を指定
してください
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S
USFLBSSB ＳブルーUSFLBSSR Ｓレッド USFLBSMR Mレッド USFLBSMB Mブルー

USフラッグ
バーンスターＳ
各¥600+（税）
W24.5×D3.5×L24.5cm
単位:1  カートン:48

USフラッグ
バーンスターＭ
各¥2,200+（税）
W45×D7×L45cm
単位:1  カートン:12

BARNSTAR US FLAG

WELCOME バーンスター
U.Sフラッグ
各¥1200+(税)
W18×L24cm
単位:1  カートン:24

WEBSUSBL ブルーWEBSUSRD レッド

WELCOME BARNSTAR US FLAG

BACK SIDE

BACK SIDE

M

品番を指定してください

品番を指定して
ください

品番を指定して
ください
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「バーンスター」とは、「納屋（バーン）」に飾った魔除けや
幸福を象徴する星型の装飾です。
アメリカの一部やカナダ、ドイツの農村で、木やブリキを使って
作られていましたが、現在ではカントリー調のおしゃれな室内装
飾や、男前なインテリアとしても人気が高まっています。

BARNSTAR

ソリッドカラー
バーンスターＭ
各¥2,000+（税）
W45×D7×L45cm
単位:1  カートン:12

品番を指定して
くださいSOCOBSNV ネイビー

SOCOBSWH ホワイト

SOCOBSMI ミント

SOCOBSRD レッド

BACK SIDE

BARNSTAR 

WELCOME SIGN

WEBSSOYE イエロー WEBSSOBK ブラック

WELCOME バーンスター
ソリッドカラー
各¥980+(税)
W18×L24cm
単位:1  カートン:24

BACK SIDE

BACK SIDE

品番を指定してください

WEBSSOLB ライトブルーWEBSSOWH ホワイト WEBSSORD レッド
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WOTASTLL  ブルー

WOHOSTLW　ホワイト

ウッデン
ホロースターS
各¥1,200+(税)
約W15×D5×L14㎝
単位:1  カートン:4

WOHOSTSW ホワイト

WOHOSTLB　ブルー

WOHOSTSB ブルーWOHOSTSR レッド WOHOSTSN ネイビー

WOHOSTLR　レッド WOHOSTLN　ネイビー

WOTASTSL ブルー

WOTASTSN  ネイビー

ウッデン
ハンギングスターＳ
各¥1,500+(税)
W21×D3×L21cm
単位:1  カートン:20

WOTASTSR ブラウン

S

L
品番を指定してください

WOTASTLN  ネイビー

ウッデン
ハンギングスターL
各¥1,900+(税)
W27.5×D3×L27.5cm
単位:1  カートン:12

品番を指定してください

裏側フック付

S
品番を指定してください

L
ウッデン
ホロースターＬ
各¥1,700+(税)
約W22×D5×L23㎝
単位:1  カートン:4

品番を指定してください

ペンキの筆致が残り、エイジング加工のような風合いが素敵な星型のオブジェです。
ちょうどLの内側にSが入るサイズ感です。並べてもかわいいです。玄関のウェルカムスペースや、ちょっ
とした空間の装飾に。
レッドとネイビーは色味がしっかりしているのでビンテージアメリカンなテイストに。ホワイトと　
ブルーはパステルカラーなので、意外にシャビーシックなインテリアとも相性が良いです。
もちろん好きな組み合わせでお楽しみください。
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サーフデザインボード
各¥2,400+（税）
W77.5×D1.2×L24㎝
単位:1  カートン:12品番を指定してください

BODEBOST  STAR

ボードフィン
デザインボード STAR
¥1,500+（税）
W38×Ｌ35㎝
単位:1  カートン:8

SUDEBOGS  GONE SURFING

SUDEBOSS SURF SHACK

DE044587オルテガレッド

DE044594 オルテガブルー

DE044600 ALOHA
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ハンギングボトル
オープナー 
各¥980+（税）
W14.7xD4xH39cm
単位:１  カートン:12

HABOBOBK ブラック

ハンギングボトル
オープナー 
各¥1,200+（税）
単位:１  カートン:12

※まれに梱包フィルムが破れている場合がございますが、製品不良ではございません。予めご了承ください。

HABOMU2 マグ2
W19.8×D4×L39.5㎝

HABOMU1 マグ1
W19.8×D4×L39.5㎝

HABOBOOR オレンジ

品番を指定してください品番を指定してください

壁掛けタイプ

おいしそうなビールのイラストが、ビール欲をそそる看板型ボトルオープナーです。
壁に取り付けて、付属の金具で瓶ビールを開封できます。
ボトルオープナーとしての機能はもちろん、飾りとしてもかわいいアイテムです。
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クラウンキャップフック
各¥900+（税）
Φ10.5×D6×H18cm
単位:2  カートン:48

クラウンキャップ
コースター
各¥500+（税）
Φ10×H1cm
単位:1  カートン:48

CRCACOCO
コーラ

CRCACOBE
ビール

CRCAHOSO
   ソーダ

CRCAHOOR
  オレンジ

品番を指定してください 品番を指定してください

BETHALBL
アロハブルー

ビーチデザイン
サーモメーター
各¥850+（税）
W9.5×D1.8×L25cm
単位:1  カートン:48

品番を指定してください

BETHALOR
アロハオレンジ

BETHLEBR
レタリングブラウン

BETHLEWH
レタリングホワイト

BETHPIIV
パイナップルアイボリー

BETHPIBL
パイナップルブルー

※実際の商品は摂氏（℃）
　表示のみになります。

※ブリキの素材上、若干の反りやゆがみがある場合がございます。予めご了承ください。

CRCACOSO
ソーダ

CRCACOOR
オレンジ

WBデザインボード
フロント
¥650+（税）
約W21×D0.9×Ｈ16㎝
単位:1  カートン:48

WBDEBOSL リーフ
WBデザインボード サイド
¥950+（税）
約W37.7×D0.9×Ｈ17.6㎝
単位:1  カートン:24

WBDEBOFL リーフ
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EMBOSS METAL SIGN
単位:1  カートン:24

SH147167 SHELL
¥2,800+（税）
W42×H25cm

SH147174 HEART CHICAGO
¥2,800+（税）
W36×H44cm

品番を指定してください

SH147143 PEP BOYS
¥3,000+（税）
W56×H43cm

SH147136  DUNGAREES
¥3,800+（税）
W65×H45cm

SH148515 STP RACER
¥2,800+（税）
W59×H8.5cm

SH148324 ROUTE 66
¥1,800+（税）
W59×H8.5cm

SH147334 WE OPEN
¥2,800+（税）
W52×H20cm

SH147341 WILD ROOT
¥2,800+（税）
W52×H20cm

入荷予定︓11月下旬
NEW

入荷予定︓10月中旬
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ダイカット
ティンサイン
各¥1,500+（税）
単位:1  カートン:16

　DITISIOR
オープナーＳ レッド
　W24×H45cm

　　DITISIOG
オープナーS グリーン
　　W24×H45cm

  DITISIBM
    ビアマグ
W32×H37.5cm

  DITISIBS
    BEER S
W24×H45cm

DIBKSIFI
ダイカットブラックサイン
フィッシュ
¥2,400+（税）

DIBKSICH
ダイカットブラックサイン
チョコミルク
¥2,500+（税）
W30×D0.1×H55.5cm
単位:1  カートン:8

W54.5×D0.1×H26.5cm
単位:1  カートン:8

品番を指定
　　　　　してください

※壁掛け用ワイヤーが付属します。

壁に飾るだけで簡単にアメリカンなインテリアをお楽しみいただけます。　　　

W61×D0.1×H27.5cm
単位:1  カートン:12

 DIBKSIPO
ダイカットブラックサイン
ポーク
¥2,400+（税）
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NODEMCRD レッド
約W16×D7×H8.5cm

メーカーが在庫している部品によって、若干仕様変更する場合がございます。ご了承ください。
仕上げにアンティーク加工をしております。色のかすれなど微妙な個体差がございますが、アンティークの風合いとしてお楽しみください。

NODEVEBK
ノスタルジックデコ
VEブラック
¥1,000+（税）
W11.5×D5×H8cm
単位:1  カートン:144★

NODEHRBK
ノスタルジックデコ
HRブラック
¥1,000+（税）
W12.5×D5×H9.5cm
単位:1  カートン:144★

NODEBHBK
ノスタルジックデコ
BIG HRブラック
¥2,300+（税）
W17×D6.2×H12.5cm
単位:1  カートン:24★

NODEMCBK
ノスタルジックデコ
MCブラック
¥2,000+（税）
W16×D7.5×H7cm
単位:1  カートン:48★

BIG SIZE

NOSTALGICDECO BLACK SERIES

ノスタルジックデコ VB
¥2,000+（税）
約W16.5×D7×H10.5cm
単位:1  カートン:48★

NODEVBFL  フラワー

NOSTALGICDECO SIGN

NODEWESL ライトブルー
ノスタルジックデコ
ウエルカムサイン スクーター
各¥1,800+（税）
W16.5×D2.5×H15cm
単位:1  カートン:48★ 品番を指定してください

ノスタルジックデコ
ウエルカムサイン BE
各¥1,800+（税）
W16.5×D2.5×H18cm
単位:1  カートン:48★

NODEWESW ホワイト

NODEWESR レッド NODEWEBW ホワイト

ノスタルジックデコ BE
¥2,000+（税）
単位:1  カートン:48★

NODEBEBK ブラック

ノスタルジックデコ MC
各¥2,000+（税）
単位:1  カートン:48★

NODEMCLB ライトブルー

品番を指定してください

NOSTALGIC DECO

約W16×D7.5×H8cm

約W14.5×D6.5×H8.2cm

MC

BE

VB

NODEMCUK UK
約W16×D7.5×H6.5cm
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NODEBPLB ライトブルー

NODEBPRD レッド

NODEBPWH ホワイト

ノスタルジックデコ
BIGスクーター
各¥3,500+（税）
W26.5×D9×H15.5cm
単位:1  カートン:12★

26.5cm
9cm

15.5
cm

品番を指定してください

ノスタルジックデコ
VE
各¥1,000+（税）
約W11×D5.5×H8.8cm
単位:1  カートン:144★

NODEVEIT イタリア

NODEVERD レッド

NODEVEUK UK

NODEVEWH ホワイト

NODEVELB ライトブルー

品番を指定してください

メーカーが在庫している部品によって、若干仕様変更する場合がございます。ご了承ください。
仕上げにアンティーク加工をしております。色のかすれなど微妙な個体差がございますが、アンティークの風合いとしてお楽しみください。

BIG SIZE

ノスタルジックデコ
バイシクル
各¥1,600+（税）
単位:1  カートン:48★

NODEBIBK ブラック
約W16×D6.5×H9.4cm

NODEBIRD レッド
約W15.5×D6.7×H10cm

NODEBIWH ホワイト
約W16×D6.5×H9.4cm

品番を指定してください

ボードは取り外し
        ができます。

ノスタルジックデコ
ビーチクルーザー
各¥1,600+（税）
約W15xD5.3xH9cm
単位:１  カートン:48★

NODEBCLB ライトブルー NODEBCWH ホワイト

品番を指定してください

NOSTALGIC
DECO 
bicycle

NOSTALGIC
DECO VE
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●フォックス　約W13.5xD1.2xH4cm

IRCUREFB
フォックスブラック

IRCUREFG
フォックスゴールド

IRCUREFS 
フォックスシルバー

●スワン　約W9xD1.8xH3cm

IRCURESB 
スワンブラック

●ラビット　W9.5xD1.5xH3.5cm

IRCURERB 
ラビットブラック

※ハンドメイド加工の特性上、多少の色の濃淡、及びプリントのズレが生じることがあります。予めご了承ください。

アイアンアニマルウェイト
各\1,200+(税)
単位︓1  カートン︓60★

スタンドバターナイフ
リス
各\1,200+(税)
約W8xD3xH12cm
単位︓１  カートン︓60★

 STBURIGD 
リスゴールド

 STBURISV 
リスシルバー

  STBURAGD 
ラビットゴールド

  STBURASV 
ラビットシルバー●オウル

FRPIOWGD ゴールド
FRPIOWSV シルバー
約W1.5xD1xH11.5cm

●リス
FRPIRIGD ゴールド
FRPIRISV シルバー
約W2xD1xH12cm

●ラビット
FRPIRAGD ゴールド
FRPIRASV シルバー
約W2.5xD1xH12cm

フルーツピック
各\280+(税)
単位︓4  カートン︓180★

スタンドバターナイフ
ラビット
各\1,200+(税)
約W7xD3xH12cm
単位︓１  カートン︓60★品番を指定してください

 品番を指定
してください

 品番を指定
してください

小箱入りなので贈り物にも最適です。

ANIMAL WEIGHT
ペーパーウェイトとしてもカトラリースタンドとしても
おしゃれにディスプレー出来ます︕

品番を指定してください

ブラスカトラリーオウル　
バターナイフ
各\630+(税）
約W2xL14cm
単位︓１  カートン︓120★

ブラスカトラリーオウル　
フォーク
各\630+(税)
約W2xL13cm
単位︓１  カートン︓120★

ブラスカトラリーオウル　
スプーン
各\630+(税)
約W2xL13cm
単位︓１  カートン︓120★

BRCUOWBG 
ゴールド

BRCUOWBS
シルバー

BRCUOWFG
ゴールド

BRCUOWFS
シルバー

BRCUOWSG
ゴールド

BRCUOWSS
シルバー

品番を指定してください品番を指定してください品番を指定してください

FRUITS PICK BUTTER KNIFE

OWL CUTLERY
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ブラスカトラリー
ウッドハンドル
バターナイフ
各\630+(税）
約L13.5cm
単位︓１  カートン︓120★
BRCUWHBG ゴールド
BRCUWHBS シルバー

ブラスカトラリー
ウッドハンドル
ケーキフォーク
各\630+(税）
約L13cm
単位︓１  カートン︓120★
BRCUWHFG ゴールド
BRCUWHFS シルバー

ブラスカトラリー
ウッドハンドル
ティスプーン
各\630+(税）
約L13cm
単位︓１  カートン︓120★
BRCUWHSG ゴールド        
BRCUWHSS シルバー

ブラスカトラリー
キャットフェイス
ティスプーン
各\630+(税）
約L12cm
単位︓１  カートン︓120★

ブラスカトラリー
キャットフェイス
ケーキフォーク
各\630+(税）
約L12.3cm
単位︓１  カートン︓120★

品番を指定
してください

ブラスカトラリー
ビッケフォークＳ
各\580+(税）
約L10.7cm
単位︓１  カートン︓120★
BRCUVSFG ゴールド
BRCUVSFS シルバー

ブラスカトラリー
ビッケスプーンＳ
各\580+(税）
約L10.6cm
単位︓１  カートン︓120★
BRCUVSSG ゴールド
BRCUVSSS シルバー

BRCUCFSS シルバー
BRCUCFSG ゴールド BRCUCFFG ゴールド

BRCUCFFS シルバー

品番を指定
してください

BRCUVSFG ゴールド

BRCUVSSG ゴールド

BRCUVSFS シルバー

BRCUVSSS シルバー

ブラスカトラリー
ビッケフォークＬ
各\680+(税）
約L13.7cm
単位︓１  カートン︓120★
BRCUVLFG ゴールド
BRCUVLFS シルバー

ブラスカトラリー
ビッケスプーンＬ
各\680+(税）
約L14.2cm
単位︓１  カートン︓120★
BRCUVLSG ゴールド
BRCUVLSS シルバー

品番を指定
してください

BRCUCFSS シルバー

BRCUCFFG ゴールド
BRCUCFFS シルバー

BRCUCFSG ゴールド
ティスプーン

ケーキフォーク

品番を指定
してください

※ハンドメイド加工の特性上、多少の色の濃淡、及びプリントのズレが生じることがあります。予めご了承ください。
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 BOHAINWH
インコ ホワイト

 BOHAOWWH
オウル ホワイト

  BOHAOWBK
オウル ブラック

 　BOHACAWH
キャット ホワイト

  　BOHACABK
キャット ブラック

MADE IN NEPAL

※すべて手作業にて加工されております。その為、サイズ、色、形の個体差、差異がございますが、手作り風合いとしてお楽しみください。

水牛の骨からできた箸置きです。
天然素材ならではのあたたかみのある素材にかわいいモチー
フを施しました。手作りならではの温かみと優しさをお楽し
みください。 BOHAFIWH 

フィン ホワイト

BOHALBWH
ロングボードホワイト

BOHALBBK
ロングボードブラック

BOHASBWH
ショートボード

ホワイト

BOHAFIBK
フィン ブラック

BOHASBBK
ショートボード

ブラック

BONE箸置き
3スター
各¥680+（税）単位:1  
約W8.5×D0.4×L3.5㎝  

BOHAS3BK
3スターブラック

BOHAS3WH
3スターホワイト

BOHASTBK 
スターブラック

BOHASTWH 
スターホワイト

BONE箸置き 
ショートボード
各¥600+（税）単位:1 
W2.6×D0.2×L5.3㎝

BONE箸置き 
ロングボード
各¥680+（税）単位:1 
W2.6×D0.2×L7.7㎝

BONE箸置き 
フィン
各¥600+（税）単位:1 
W3.8×D0.2×L3.2㎝

BONE箸置き 
ベア
各¥600+（税）単位:1 
W4.5×D0.2×L3.0㎝

BONE箸置き 
インコ
各¥600+（税）単位:1 
W2.2×D0.2×L5.3㎝

BONE箸置き 
キャット
各¥600+（税）単位:1 
W2.3×D0.2×L6.0㎝

パッケージ

品番を指定してください

品番を指定してください

B U F F A L O  B O N E

BONE箸置き 
スター
各¥600+（税）単位:1 
W4.2×D0.3×L4.2 ㎝

BONE箸置き 
オウル
各¥600+（税）単位:1 
W2.8×D0.2×L4.2㎝

品番を指定してください

品番を指定してください

品番を指定してください

品番を指定してください

品番を指定してください

品番を指定してください

品番を指定してください

  BOHAINBK
インコ ブラック

 BOHABEWH 
ベアー ホワイト

 BOHABEBK 
ベアー ブラック
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アルミシェル箸置き テングニシ
各¥480+（税）約W2.5×D1.5×L6cm
単位:2  カートン:120★

ALSHTEGD
ゴールド

ALSHTESV
シルバー

ALSHTOGD 
ゴールド

ALSHTOSV
シルバー

アルミシェル箸置き トサカサンゴ
各¥480+（税）約W2.５×D2×L6cm
単位:2  カートン:120★

ALSHTSSV
シルバー

ALSHTSGD
ゴールド

アルミシェル箸置き ツムバイ
各¥480+（税）約W2.5×D1.8×L5.5cm
単位:2  カートン:120★

ALSHKIGD
ゴールド

ALSHKISV
シルバー

アルミシェル箸置き キンチャクガイ
各¥480+（税）約W3.7×D0.3×L4.5cm
単位:2  カートン:120★

アルミプランツ
箸置き オレガノ
各\480+(税)
約W3×L8.6cm
単位︓2  カートン︓120★

アルミプランツ
箸置き ローズマリー
各\480+(税)
約W4.8×L9.5cm
単位︓2  カートン︓120★

アルミプランツ
箸置き ルッコラ
各\480+(税)
約W2.5×L11.3cm
単位︓2  カートン︓120★

ALPLORGD
ゴールド

ALPLORSV
シルバー

アルミプランツ
箸置き セージ
各\480+(税)
約W4.3×L9.5cm
単位︓2  カートン︓120★

ALPLSAGD
ゴールド

ALPLSASV
シルバー

ALPLROGD
ゴールド

ALPLROSV
シルバー

ALPLRUGD
ゴールド

ALPLRUSV
シルバー

ハーブをモチーフにしたアルミ製の箸置きです。カトラリーレストとしても使えます。

品番を指定してください 品番を指定してください

品番を指定してください 品番を指定してください

人気のアルミ箸置きに貝殻モチーフの新しい形が登場!Tengunishi shellfish Climbing coral

Tsumubai Kinchakugai

品番を指定してください 品番を指定してください

品番を指定してください 品番を指定してください

MADE IN INDIA

※すべて手作業にて加工されております。その為、サイズ、色、形の個体差、差異がございますが、手作り風合いとしてお楽しみください。
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キッチンマグネット　　　　　　　　
\360+（税）
約W5×D3.5×L4㎝
単位:6  カートン:288

KIMABABA バゲットバスケット

KIMACAEG カートンエッグ

 KIMABAGE ベーグル

KIMABRWI ブレッド＆ワイン KIMACAPP カプチーノ  KIMAMUSH マッシュルーム KIMAVESA ベジタブルサンド

キッチンマグネット　　　　　　　　
\360+（税）
約W6.5×D2.5×L4.5㎝
単位:6  カートン:288

キッチンマグネット　　　　　　　　
\360+（税）
約W4.5×D1.3×H3.5㎝
単位:6  カートン:288

キッチンマグネット　　　　　　　　
\360+（税）
約W4×D1.5×L5.5㎝
単位:6  カートン:288

キッチンマグネット　　　　　　　　
\360+（税）
約W5.5×D3×L3.7㎝
単位:6  カートン:288

キッチンマグネット　　　　　　　　
\360+（税）
約W4.2×D2.7×H7㎝
単位:6  カートン:288

キッチンマグネット　　　　　　　　
\360+（税）
約W6×D4×L4.5㎝
単位:6  カートン:288

キッチンマグネット　　　　　　　　
\360+（税）
約W7×D2×L4.5㎝
単位:6  カートン:288

 KIMALIBR リネンブレッド

キッチンマグネット　　　　　　　　
\360+（税）
約W5×D2×H6.2㎝
単位:6  カートン:288

 KIMASQBR スクエアブレッド

キッチンマグネット　　　　　　　　
\330+（税）
約W4×D2×L6㎝
単位:6  カートン:288

KIMACROI  クロワッサン

キッチンマグネット　　　　　　　　
\380+（税）
約W5.7×D1.6×L5.5㎝
単位:6  カートン:288

キッチンマグネット　　　　　　　　
\330+（税）
約Φ2.3×L8.6㎝
単位:6  カートン:288

キッチンマグネット　　　　　　　　
\380+（税）
約W4.7×D1.6×L5.1㎝
単位:6  カートン:288

KIMALEMO  レモネ―ド KIMAROSE  ロゼKIMATHWI  スリーボトルワイン
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KIMABAEG ベーコンエッグ KIMAPACA パンケーキ

KIMALOBA
キッチンマグネット
ロングバゲット
¥330+（税）
約Ｗ3.5×D2×H11㎝ 
単位︓6  カートン︓288

キッチンマグネット　　　　　　　　
\380+（税）
約W5×D2.5×H6.5㎝
単位:6  カートン:288

 KIMABNBA 
バナナ イン バッグ

 KIMABUBA 
バゲット イン バッグ

 KIMACOBA 
コーヒー イン バッグ

 KIMATOBA 
トマト イン バッグ

品番を指定してください

ブレッドバターナイフ
各¥680+（税）
L13～14cm
単位:1  カートン:120

BRBUKNA A BRBUKNB B BRBUKNC C

BRBUKND D BRBUKNE E

BUTTER KNIFE
パンのモチーフをした持ち手がユニークなバターナイフです

品番を指定してください

DEINBAPL プレーン
Ｗ17.3×D11.5×L9.5cm

DEINBABO ブール
Φ14×H9cm

品番を指定してください

DECO LIGHT Bakery

デコインテリアライト
ベーカリー
¥3,500+（税）
単位:1  カートン:6★

 Plain  Boule 

Batard

まるで本物のパンの様なライト。お部屋のインテリア、カフェやレストランでもアイキャッチになって大活躍です︕
※電池別売り単4電池3本使用
※USB給電
（コード、ACアダプター別売り）

KITCHEN MAGNET

キッチンマグネット　　　　　　　　
\360+（税）
約W7.8×D1.2×H4.4㎝
単位:6  カートン:288

キッチンマグネット　　　　　　　　
\360+（税）
約W7.5×D2.5×H4.4㎝
単位:6  カートン:288

DEINBABA バタール
Ｗ27.5×D10×L8cm

OFF ON
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　  　REGLGPFL
       ガラスポット 
         フラミンゴ

　 REGLTTFL
 タンブラートール 
　　フラミンゴ

　  　     REGLTSFL
        タンブラーショート 
         　  フラミンゴ

　  　REGLGPRI
       ガラスポット 
   リゾートアイランド

　 REGLTTRI
 タンブラートール 
リゾートアイランド

　  　     REGLTSRI
        タンブラーショート 
         リゾートアイランド

フラミンゴ

　  　REGLGPKA
       ガラスポット 
         　カモメ

　 REGLTTKA
 タンブラートール 
　　　カモメ

　  　REGLTSKA
   タンブラーショート  
         　カモメ

カモメ

リゾートホテル

　  　REGLGPRH
       ガラスポット 
   　リゾートホテル

　 REGLTTRH
 タンブラートール 
  リゾートホテル

　  　   REGLTSRH
      タンブラーショート 
          リゾートホテル

リゾートグラスタンブラーショート
各\650+(税)
Φ8×H8.1cm
230ml
単位︓1  カートン︓72★

リゾートグラスタンブラートール
各\800+(税)
Φ6×H15cm
300ml
単位︓1  カートン︓72★

リゾートグラスガラスポット
各\1,400+(税)
W8.7×D8.5×H22cm(除く持手)
1,000ml
単位︓1  カートン︓24★

品番を指定してください品番を指定してください 品番を指定してください

リゾートアイランド
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MIPLBOYE 
ボタニカルイエローMIPLBOGY

ボタニカルグレー

ミニプレート
各\280+（税）
Φ7.3×H1.5cm
単位:6  カートン:144

MIPLBOOR 
ボタニカルオレンジ

MIPLLEBJ 
レタリングBONJOUR

MIPLLEDE 
レタリングDELICIOUS

PIANMPRA
ラビット

品番を指定してください

MINI PLATE
可愛い小さなプレートは用途が色々で便利です。

アップルサラダスピナー
各\1,500+(税）
Φ20.5×H18cm 
単位︓1  カートン︓12★

GHAPSSRD レッド

GHAPSSGR グリーン 軽く回すだけで簡単に水切り完了︕

そのままサラダボウル
としてもお使いいただ
けます︕

品番を指定してください

APPLE SALAD SPINNER

パッケージ

パッケージ あっという間にシャキシャキ野菜に︕

縁が少しくぼんで
いるので、カトラリーを
置くこともできます。
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ファーストエイドボックスＬ
各¥2,900+（税）
W21.8×D15.8×H15.5cm
単位:1  カートン:6

FIAIBOLG  グリーンFIAIBOSB  ブルー

FIAIBOSR  レッド

FIAIBOLR  レッド

FIAIBOSG  グリーン FIAIBOLB  ブルー

ファーストエイドボックスＳ
各¥1,900+（税）
W21×D8×L4.5cm
単位:1  カートン:30

品番を指定
してください

アメリカのレトロな薬パッケージや、ライフガードの救命箱をイメージした救急箱です。
小さいサイズは持ち歩きにも便利。大きいサイズは中に間仕切りもあって分類に便利です。

first aid box

品番を指定
してください

マルシェウォールポケット
各\1,900+(税)
W60×H70㎝ 
単位:1  カートン:24

WALL POCKET
小物や郵便物の収納に便利なウォールポケット。
ポケットの裏にはデザインが施されているので
ウォールデコレーションとしてもお使いいただけます。
ポケット数は１２ポケットです。

取り外しできるトレイと
収納しやすい仕切りが付

いています。
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バンブーファイバー
スモールトレイ
各¥500+（税）
W19×D1.5×L15cm
単位:1  カートン:96

BALTCAPO  キャットポスター

BALTDOPO  ドッグポスター

BASTCAA  キャットA BASTCAB  キャットB BASTCAC  キャットC

BASTDOA  ドッグA BASTDOB  ドッグB BASTDOC  ドッグC

バンブファイバー
ランチョントレイ
各¥850+（税）
W30.5×D1.5×L22㎝
単位:1  カートン:36

 品番を指定
してください

 品番を指定
してください

LABAFSBE  ベージュ

LABAFSGY  グレーLABAFSGR  グリーン

ランドリーフォルダブル 
スマイル
各¥2,200+（税）
W37×D27×L60cm
単位:1  カートン:12

品番を指定してください

LAUNDRY FOLDABLE RACK

bamboo fiber tray
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GH089268
レッド

GH089251
アイボリー

GH089244
グリーン

GH089237
ブラウン

GH089220
ブラック

GHPOBDGR グリーン GHPOBDBR ブラウンGHPOBDIV アイボリー

ポルテ
ブルーム＆ダストパン
各\1,600+(税）
W27.5×D26.5×Ｈ95cm
単位︓1  カートン︓24★

GHPOBDRD レッド

品番を指定してください

PORTE
BROOM&
DUSTPAN

ベストセラーのブルーム＆ダストパンと同シリーズのゴミ箱です。コンパクトなので、分別ごみに合わせて色違いで並べてもかわいいですね。

NEW

入荷予定︓9月中旬

品番を指定してください

ポルテ
ダストビン 15L
¥2,400+（税）
W25×D27.5×H35㎝
単位:1  カートン:10

GHPOBDBK ブラック
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PLCLBIPA  バード パステルセット

プラスチッククリップ
バード
各\300+(税）
約W6.8xH8cm
単位︓６  カートン︓48

PLCLBI  バード ブライトセット

PLCLCABR  キャット ブライトセット

プラスチッククリップ
キャット
各\300+(税）
約W4.7xH7cm
単位︓６  カートン︓48

PLCLCAPA  キャットパステルセット

PLCLFLPA フラワーパステルセット PLCLFLBR フラワーブライトセット

プラスチッククリップ
フラワー
各\300+(税）
約W6.8xH8cm
単位︓６  カートン︓48

PLCLSTPA スターパステルセット PLCLSTBR スターブライトセット

プラスチッククリップ
スター　
各\300+(税）
約W6.8xH6.4cm
単位︓６  カートン︓48

プラスチッククリップ
スカイ　ミックス
 \300+(税）
約W7.2xD2.2×L4.5cm
単位︓６  カートン︓48

プラスチッククリップ
スカイ アイボリー
\180+(税）
約W7.2xD2.2×L4.5cm
単位︓６  カートン︓48

PLCLSKMI スカイミックスセットPLCLSKIV スカイアイボリーセット

品番を指定してください

品番を指定してください

スター

フラワー

品番を指定してください

キャット

品番を指定してください

バード

スカイ スカイ
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※すべて手作業の為、記載のサイズより多少個体差・差異がございます。また、色落ち、織ムラなどがある場合がございます。ハンドメイドの風合いとしてお楽しみください。

PCDETBNV
ネイビー

P.C.villaデニム 
ティッシュボックスカバー
各¥1,200+（税）
約W15×D7×L41.5cm
(含む取手）
単位:1  カートン:50

PCDETBWA 
ウォッシュ

P.C.villaデニム キッチンミトン
各¥1,000+（税）
約W13×D3×L17cm(除く取手）
単位:1  カートン:50

PCDEKMNV
  ネイビー

PCDEKMWA 
ウォッシュ

PCDERONV ネイビーPCDEROWA ウォッシュ

PCDECONV
 ネイビー

PCDECOWA 
ウォッシュ

PCDELUNV ネイビーPCDELUWA ウォッシュ

P.C.villaデニム
ルームシューズ
各¥1,500+（税）
約25.5cm
単位:1  カートン:21

P.C.villaデニム  コースター
各¥300+（税）
W9×L10cm
単位:1  カートン:100

P.C.villaデニムランチョンマット
各¥580+（税）
W49.5×L37cm
単位:1  カートン:200

品番を指定
してください

MADE IN INDIA

引っ掛ける部分がマジックテープで着脱できるので、
車の座席など、様々な場所にぶら下げることができます。

品番を指定
してください

MADE IN INDIA

品番を指定
してください

MADE IN INDIA

品番を指定
してください

MADE IN INDIA

品番を指定
してください

MADE IN INDIA
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P.C.villaデニム ブックカバー
各¥1,000+（税）
約W31×L7cm(文庫本サイズ）
単位:1  カートン:60

P.C.villaデニム 
ポケットティッシュポーチ
各¥1,000+（税）
約W14×L10cm
単位:1  カートン:90

P.C.villaデニムペンケース
各¥1,200+（税）
約W20×L11cm
単位:1  カートン:120

PCDEBCWA
ウォッシュ

PCDEBCNV 
ネイビー

PCDEPENV  ネイビーPCDEPEWA  ウォッシュ

PCDEPONV  ネイビーPCDEPOWA  ウォッシュ

P.C.villaデニムフラットポーチ
各¥900+（税）
W17.5×L12cm
単位:1  カートン:150

P.C.villaデニムコスメポーチ
各¥1,800+（税）
W18.5×D4.5×L13cm
単位:1  カートン:50

MADE IN INDIA

※すべて手作業の為、記載のサイズより多少個体差・差異がございます。また、色落ち、織ムラなどがある場合がございます。ハンドメイドの風合いとしてお楽しみください。

PCDECPNV ネイビーPCDECPWA ウォッシュPCDEFPNV ネイビーPCDEFPWA ウォッシュ

裏面がティッシュケースに
なっています。

品番を指定
してください

MADE IN INDIA

品番を指定
してください

MADE IN INDIA

品番を指定
してください

MADE IN INDIA

品番を指定
してください

MADE IN INDIA

品番を指定
してください

MADE IN INDIA

ちょっとした付箋などがはいるワンポイントのポケットが
可愛いペンケースです。

たくさん入るフラットポーチです。大容量の文具なども。
外側に付いたジーンズのポケットみたいなポケットも意外に使えます。

小さいワンポイントのポケットと、さらにスリット、
マチ付きでたっぷり入る本体。小物を整理できて便利なコスメポーチです。

お気に入りの本をしっかり保護してくれます。
ワンポイントのポケットに付箋などを収納しておくこともでき、便利です。

ポケットティッシュケース付きポーチです。
バッグの中に散らばりがちな小物をこの一つに収納できます。
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P.C.villaデニム
ミニトート
各¥1,500+（税）
W30×D12×L36cm
（持ち手含む）
単位:1  カートン:50

P.C.villaデニム
ラージトート
各¥1,800+（税）
W39.5×D13×L47cm
（持ち手含む）
単位:1  カートン:40

PCDELTWA ウォッシュ PCDELTNV ネイビー

品番を指定してください

MADE IN INDIA

品番を指定してください

MADE IN INDIA

PCDEMTNV ネイビーPCDEMTWA ウォッシュ

JABASSRD
スモールスターレッド

JABASSBL
スモールスターブルー

JABASSGY
スモールスターグレー

JABAOSRD
ワンスターレッドJABAOSBL

ワンスターブルー
JABAOSGY

ワンスターグレー

ジャガードバッグ
各¥1,900+(税)
W42×D10×L41cm(持ち手含まず）
単位:1  カートン:50

品番を指定
してください

※すべて手作業の為、記載のサイズより多少個体差・差異がございます。また、色落ち、織ムラなどがある場合がございます。ハンドメイドの風合いとしてお楽しみください。
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NEW
COLOR

コットンメッシュバッグ
各¥480+（税）
約H50cm
単位:6  カートン:120

COMEBANT
ナチュラル

COMEBACO
コーラル

COMEBADE
デニム

COMEBAIN
インディゴ

COMEBAMU
マスタード

COMEBAKH
カーキ

COMEBASB
サンドベージュ

COMEBACA
カカオ

品番を指定してください

ショッピングバッグとしてはもちろん、食品の収納やお子さまの
おもちゃの整理にも便利です。
伸縮性もあるので、色々なシーンでお使いいただけます。
小さくたためるので、サブバッグとしても便利です。



112 2019-20 Autumn & Winter

BA044310 ナチュラル

BA044303 キャラメル BA044327 スモーク

BA044426 ピンク

BA044433 ネイビーBA044440 ミント

ナチュラルルックPPテープバッグ
各¥1,600+（税）
約W50×H58×D17cm (持ち手含む)
単位:1  カートン:24

品番を指定
してください

カラフルPEテープバッグ
各¥1,000+（税）
約W40×H45.5×D12cm (持ち手含む)
単位:1  カートン:30

北欧の水杉のバッグのような風合いのテープバッグです。
カゴバッグとして持ち歩くのももちろん、水に強いプラ
スチックなのでランドリーバッグとしても。

品番を指定
してください

ビビットカラーが夏の気分を上げてくれるバッグです。
PE素材なので手入れが簡単。ビーチにプールに大活躍。
プチプラなのも嬉しいです。
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BA044402 ピーチ BA044396 デニム

BA044389 カカオBA044372 ナッツ

BA044358 デニム BA044341 カカオBA044334 ナッツ

ナチュラルルック
チューブバッグ S
各¥1,500+（税）
約W31×H41×D14cm
(持ち手含む)
単位:1  カートン:30

ナチュラルルック
チューブバッグ L
各¥2,200+（税）
約W45.5×H49×D15cm
(持ち手含む)
単位:1  カートン:12

本物の植物の蔓で編んだような質感のビニールバッグです。

手入れや管理が簡単なので、ナチュラルなインテリアとして、
ドライフラワーを入れて飾るなど、ディスプレイにも最適。

品番を指定
してください

品番を指定
してください



SE044631
トライバルC
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SE085994　カモフラージュ

SE085970　レインボー
SE085987　ネイティブ

IN088155　カモフラージュ

IN088179　レインボー

IN088162　ネイティブ

くるくる巻いて
バックルをパチン

品番を指定して
ください

ALWAYS
ティッシュボックスケース
CAMPER
各\1,600+(税)
W29xD8×H25cm
単位︓1  カートン︓100★

CAMPER テントレジャーシート
各\2,900+(税)
シート︓W90xＬ140cm
ポーチ︓W13.5×D21×H12㎝
単位︓1  カートン︓36★
ペグ4PCS付き

四隅にループ

品番を指定して
ください

可愛いテント型のポーチの中には、薄手で軽いレジャーシートが入っています。
ペグ付きなので固定も可能です。簡易ミニタープとしても使えます。
クライミングロープや窓デザインの織ネームなど、細部までこだわりのある製品です。

ペグ4PCSが付属

SE044617
トライバルA

SE044624
トライバルB

SE044648
トライバルD

蚊取り線香が短くなったら
隙間に挟んで使用できます

金具パーツ付き

アイアン蚊遣り
各\1,500+(税）
W16.5×D14.5×H7.7cm
(持ち手込み︓17㎝）
単位︓1  カートン︓32★

品番を指定して
ください

トライバル柄の蚊遣りです。グランピングのお供に︕

ケースにティッシュボックスを入れ３回折り曲げて
バックルをパチンと止めるだけ︕内側はPVC加工した
丈夫な生地なので、外へおもいきり持ち運べます。



ネイビーM︓SE817516
ネイビーL︓SE817523

ネイビーM︓SE808545
ネイビーL︓SE808552
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入荷予定︓3月下旬

ワンデルン ステンレスボトル
400ml
各\1,200+(税)
Φ7x×H22cm
単位︓1  カートン︓24★

品番を指定して
ください

品番を指定して
ください

ワンデルン ステンレスボトル
500ml
各\1,400+(税)
Φ7x×H25cm
単位︓1  カートン︓24★

AUTHENTIC 
RAIN SNEAKERS

品番を指定してください

ブラックM︓SE808514
ブラックL︓SE808521

ブラックM︓SE817486
ブラックL︓SE817493

カーキM︓SE817547
カーキL︓SE817554

SE807005
ネイビー

SE806992
カーキ

SE806985
ベージュ

SE807036
ネイビー

SE807029
カーキ

SE807012
ベージュ

飲み口がΦ3.5㎝と広く、
飲みやすさはもちろん、
製氷機で作った氷もいれやすく
お手入れもしやすいです。　　

WANDERN FOLDING RAIN BOOTS

ブラックM︓SE808415
ブラックL︓SE808422

ネイビーM︓SE808453
ネイビーL︓SE808460 品番を指定してください

CARRY BAG 付き

オーセンティック
レインスニーカー
各\2,180+(税)
単位︓1  カートン︓12★

★サイズ目安★
Ｍ︓23.5～24.5㎝
Ｌ︓24.5～25.5㎝

品番を指定してください

オーセンティック
ハイカットレイン
スニーカー
各\2,380+(税)
単位︓1  カートン︓12★

流行のデザインのスニーカーが
レインシューズになりました︕

★サイズ目安★
Ｍ︓23.0～24.0㎝
Ｌ︓24.0～25.0㎝

フォールディング
レインブーツ
各\3,000+(税)
単位︓1  カートン︓10★

付属の専用バッグにレングスを折りたたんだりクルクル巻いて収納する事が可能なレインブーツ。
コンパクトに収納可能なので持ち運びにも便利です。

パッケージ

保温効力︓60℃以上（6時間）
保冷効力︓  6℃以下（6時間）

WANDERN STAINLESS BOTTLE

ブラウンM︓SE808439
ブラウンL︓SE808446
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サインアートフォント
スタンプ
各\2,500 +(税)
W14.8xD9.3×H6.4cm
単位︓1  カートン︓36

SIARSTA スタンプA

SIARSTB スタンプB

品番を指定してください

アルファベット

手彫りハンコチックスタンプ　
アルファベット
¥2,200+（税）
W14.8×D9.7×H6cm
単位:1  カートン:36

手彫りハンコチックスタンプ　
カタカナ
¥2,200+（税）
W14.8×D9.7×H6cm
単位:1  カートン:36 TEHASTAL

TEHASTKA

カタカナ

ニューレトロなはんこ　
カタカナ
¥2,200+（税）
W14.8×D9.7×H6cm
単位:1  カートン:36

NEREHAKA

カタカナ

スタンプ A

スタンプ B

手書き文字からスタンプにおこした商品です。温かみのある書体で、
心のこもったメッセージカードが作れます︕
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CRNUCA0

CRNUCA1 CRNUCA2 CRNUCA3 CRNUCA4 CRNUCA5

CRNUCA6 CRNUCA7 CRNUCA8 CRNUCA9

HACAFLHACACA HACABO

NUCASE カラーアソート

※リフィルはセットを購入された事
のあるお取り引き様への販売に限ら
せて頂きます

※箱のデザインは代わ る場合がございます

CROWN NUMBER 
CANDLE クラウンナンバーキャンドル

各\100+(税)
パッケージ:W3xD1.2×H7.5cm
単位︓6  カートン︓144

 品番を指定
してください

HAPPY BIRTHDAY CANDLE

ハッピーバースデーキャンドル カトゥーン
\550+(税) 約W13.5xD2xH7.5cm 
単位︓6  カートン︓72

ナンバーキャンドルリフィル
各\60+(税)
約W3XH4cm(棒を含まず)
単位︓12  カートン︓1200

NUCA0～9 リフィル0~9

品番を指定してください

ナンバーキャンドルセット
\6,000+(税) 100個入り
ボックス:約W30xD22.5xH21.5cm
単位︓１セット  カートン︓12

アルファベットキャンドルリフィル
各\35+(税)
約W1.5～2.0xH2.5cm(棒を含まず)
単位︓12 (3色アソート) 

ALCAA～Z リフィルA~Z

品番を指定してください

※リフィルはセットを購入された事
のあるお取り引き様への販売に限ら
せて頂きます

ALCASE カラーアソート

※箱のデザインは変更する場合がございます

アルファベットキャンドルセット
\8,400+(税) 240個入り
ボックス:約W36xD28xH27.5cm
単位︓１セット  カートン︓12

ハッピーバースデーキャンドル フラワー
\550+(税) 約W13.5xD2.7xH7.5cm
単位︓6  カートン︓72

ハッピーバースデーキャンドル ボックス
\550+(税) 約W13xD2xH8cm
単位︓6  カートン︓72
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Born to be free
リュックトート
各¥1,900+（税）
約W31.5×D10.5×L43cm(含む持手）
単位:1  カートン:48

Born to be free
シューズバッグ
各¥900+（税）
約W22×D6×L44cm(含む持手）
単位:1  カートン:60

Born to be free
バックパック
各¥1,900+（税）
約W21×D9×L25cm
単位:1  カートン:60

Born to be free
スクールショルダー
各¥1,900+（税）
約W22×D9×L17cm
単位:1  カートン:60

BOFRRTLB ライトブルー

BOFRRTNV ネイビー

BOFRRTRD レッド

BOFRRTWH ホワイト

BOFRSBLB ライトブルー BOFRSBNV ネイビーBOFRSBRD レッド

BOFRBPLB ライトブルー BOFRBPNV ネイビーBOFRBPRD レッド

BOFRSSLB ライトブルー BOFRSSRD レッド BOFRSSWH ホワイト

品番を指定してください

品番を指定してください

品番を指定してください

BACK SIDE

BACK SIDE品番を指定してください

マグネットボタン

ネームタグが
付いています
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KIMUBAWP  ホワイト/パープル KIMUBABB  ブルー/ブルー KIBAFLPK  フラワーピンク KIBAFLBR  フラワーブラウン

キッズバックパック
フラワー
各¥1,200+（税）
約W21×D9×L25cm
単位:１  カートン:60

キッズマウンテン 
バックパッグ
各¥1,100+（税）
約W21×D10×H27cm
単位:1  カートン:60

KIMOBASA  サクラ

KIMOBAYE  イエロー

KIMOBAPK  ピンク

KIMOBAGR  グリーン

品番を指定してください

品番を指定してください

軽量ながら高強度の優れたリップストップ素材です

キッズマルチスター
バックパック
各¥1,200+（税）
約W21×D9×L25cm
単位:１  カートン:60

品番を指定してください

KIMOBARD  レッド

KIMOBABL  ブルー

KIDS MOUNTAIN BACKPACK

KIDS BACKPACK
KIMOBAAQ アクア

Born to be free
スクールトート
各¥1,300+（税）
約W40×L41.5cm(含む持手）
単位:1  カートン:60

BOFRSTNV ネイビー BOFRSTRD レッド

BOFRSTWH ホワイト

BACK SIDE

品番を指定してください

ネームタグが
付いています
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PONCHO

巾着ケース付き

LATAKKO
キッズレインブーツ
各\1,200+（税）
15cm/16cm/17cm
単位:１  カートン:24

LARBWA15 15cm
LARBWA16 16cm
LARBWA17 17cm

品番を指定してください

KIDS 
UMBRELLA 8本骨仕様で丈夫なキッズ用アンブレラです。

１面がクリアになっているので視界もさえぎらず
安全です。

ビューアンブレラ
各¥1,200+（税）
約45cm
単位:6  カートン:60★

ピチョンアンブレラ
各¥1,200+（税）
約45cm
単位:6  カートン:60★

丈夫な８本骨仕様
品番を指定してください

リフレクター
レインブーツ
各¥1,200+(税)
単位:1  カートン:24★

14cm 15cm 16cm

KIDS
RAIN
BOOTS

リフレクター付のかわいい
キッズ用レインブーツ

サイズを指定してください

品番を指定してください

ピチョンリフレクター
　　　ウサギ

PIRRUS14 14cm
PIRRUS15 15cm
PIRRUS16 16cm

 ウサギ

PIRRSO14 14cm
PIRRSO15 15cm
PIRRSO16 16cm

ピチョンリフレクター
　　　ソラ

 ソラ

ピチョンリフレクター
     エイリアン

 エイリアン

PIRRAL14 14cm

ピチョンリフレクター
    シーフレンズ

 シーフレンズ

PIRRSF14 14cm
PIRRSF15 15cm

ビューリフレクター
　　　サン

VIRRSU14 14cm
VIRRSU15 15cm

サン

ビューリフレクター
    キャット

VIRRCA14 14cm
VIRRCA15 15cm

キャット

ビューリフレクター　
　　ラビット

VIRRRT14 14cm
VIRRRT15 15cm

 ラビット

PIRRFR14 14cm
PIRRFR15 15cm
PIRRFR16 16cm

 フルーツ

ピチョンリフレクター
     フルーツ

お子様が履いたり脱いだりするときに、
便利なプルストラップは
安全反射板仕様になってます。

安全反射板付き

LARBPS16 16cm

キッズレインブーツ
ウェーブ

キッズレインブーツ
ピンクストライプ

ピチョン
キッズポンチョ
120cm
\2,000+（税）
単位:１  カートン:30

VIUMSU
ビューアンブレラ　サン

VIUMFI
ビューアンブレラ　フィッシュ

VIUMRO
ビューアンブレラ　ロケット

品番を指定してください

丈夫な８本骨仕様

PIUMAL　エイリアン

対象身長120cm PIPOFO12 フォレスト　
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キッズサングラス
各\580+(税)
単位︓1  カートン︓120

KISU16BF　ブラックファイヤー  
W12.5×H3.7㎝

※99％UVカット

KISU14SC   スカル   
W12.2×H3.8㎝

パッケージ

INBAKSAR   アーミー  
W13×H3.8㎝

INBAKSCR   チェックレッド   
W12.5×H3.8㎝

INBAKSCB   チェックブルー   
W12.5×H3.8㎝

KISUCHMU   チェックマルチ  
W12×H3.2㎝

KISUQ  Q   
W13×H4.2㎝

INBAKSOF  オレンジフラワー  
W15.5×H7㎝

KISUCLIV   クールアイボリー
W12.2×H3.8㎝

KISUCLBL   クールブルー
W12.2×H3.8㎝

KISUCLBB　クールブラック
（スモークレンズ）W12.2×H3.8㎝

KISUCLKH   クールカーキ
W12.2×H3.8㎝

INBAKSFI  ファイヤー   
W12×H3.7㎝

品番を指定してください KISUCLBC  クールブラック
（クリアレンズ）W12.2×H3.8㎝

■ 携帯に便利な使いきりタイプのビブ ■

※10枚入り くるっと折り返すとポケットが
でき食べこぼしをキャッチ︕

ディスポーザブル
ベビービブ
各\380+(税）
約W35xL24cm
単位︓3  カートン︓100

DIBABIFL フラワーDIBABIFR フルーツ

 品番を指定
してください

パッケージ
DISPOSABLE BABY BIB

品番を指定してください

キンダーシュピール
乳歯入れ
各\480+(税)
W5.7×D4×H5㎝
単位︓1  カートン︓288★

どれでも合計12個発注頂きますと
ご希望のお客様に専用什器をお付けいたします。
※ご希望の場合は御注文書にご記入ください。

 MAKINSKU　クマ  MAKINSNE　ネコ  MAKINSSA　サル

 MAKINSKA　カエル  MAKINSIN　イヌ  MAKINSHI　ヒヨコ
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フェルナンダ フレグランスハンドクリーム
各\760+(税）H11.6xΦ3.3cm　50g
初回単位:6（追加単位:3）
カートン:144★ 日本製

品番を指定
　してください

Fragrance Hand Cream

※初回導入のみセット販売となります。詳細は各営業担当へお問い合わせ
　ください。

 　    F824015
　　 マリアリゲル
[JAN]4571395824015

 　    F824022
　ピンクエウフォリア
[JAN]4571395824022

 　    F824053
　  リリークラウン
[JAN]4571395824053

 　    F824084
フローレットダリアンセ
[JAN]4571395824084

コクのあるクリームが、お肌の上でバターのように溶け
ながらしっとりとなじんで、指先までみずみずしく潤し
保護します。シア脂配合で保湿力が高く、リッチな感触
でのびが良く、練り香水のような優しい香りが広がりま
す。バッグやポーチにすっぽり入る持ち運びが便利な可
愛いミニチューブ。

 　    F824251
　ラブリーメロディー
[JAN]4571395824251

 　    F824268
  プリメイロアモール
[JAN]4571395824268

 　    F824282
　       ディアミー
[JAN]4571395824282

F824 ハンドクリーム専用什器
W5.7×D11.6×H20cm

 　    F824305
　　  　ザ・ワン
[JAN]4571395824305

※各種専用什器は時期によってはご用意できない場合もございます。予めご了承ください。

 　    F824060
エンシャントスコティア
[JAN]4571395824060

フェルナンダ商品の陳列にお使いいただけます。
 F8200 汎用什器  W30×D24×H28.5cm

F824343
ラッシージェム

[JAN]4571395824343

F824398
サラ ソール

[JAN]4571395824398

F824381
チュリパス

[JAN]4571395824381

※お取引にあたり、登録制の為、お取引条件と併せて事前確認事項がございます。詳細は各担当へお問い合わせください。

練り香水のように優しく
香るハンドクリーム

2019 Spring & Summer

 　     F822127
　　アドラブチャーブ
[JAN]4571395822127

 　    F822134
フローレットダリアンセ
[JAN]4571395822134

 　    F822431
　　 マリアリゲル
[JAN]4571395822431

 　    F822448
　ピンクエウフォリア
[JAN]4571395822448

 　    F822455
　　リリークラウン
[JAN]4571395822455

 　    F822462
　プリメイロアモール
[JAN]4571395822462

品番を指定
　してください

Fragrance Massage Milk

フェルナンダフレグランスマッサージミルク
各\1,400+(税) Ｗ8.5×D4×H14.2cm　180g
初回単位:6（追加単位:3）
カートン:48★  日本製

毎日の集中アプローチでメリハリの効いた
女性らしい潤い溢れるボディへ

マッサージに最適な滑らかなミルクがお肌を引き締めながら潤し、メリハリ
の効いた女性らしい潤いに満ちたボディへと導くマッサージミルク。
ヒアルロン酸、コラーゲン、プラセンタエキス、大豆エキスなどの女性に嬉
しい美容成分配合で美肌にも効果的です。
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※お取引にあたり、登録制の為、お取引条件と併せて事前確認事項がございます。詳細は各担当へお問い合わせください。

フェルナンダ フレグランスボディミスト
\1,400+(税）H14.5xD3.1×Ｗ6.1cm 100ml
初回単位:6（追加単位:3）
カートン:96★ 日本製

香水よりもほんのり香りを楽しみたい女性にぴったりのアイテムです。バラエティ豊かな
香りで、オンからオフまで気分に合わせて様々なシーンで楽しめます。さらに女性に嬉し
い保湿成分配合で香りを楽しみながら美肌作りもできる新感覚なフレグランスミストです。

品番を指定
してください

Fragrance Body Mist

※初回導入のみセット販売となります。詳細は各営業担当へお問い合わせ
　ください。

F820574
プリメイロアモール

[JAN]4571395820574

 

F820147
リリークラウン

[JAN]4571395820147

F820062
マリアリゲル

[JAN]4571395820062

F820031
ピンクエウフォリア

[JAN]4571395820031

F825104
ザ・ワン

[JAN]4571395825104

F825067
ディアミー

[JAN]4571395825067

F820598
ラブリーメロディー

[JAN]4571395820598

F820215
エンシャントスコティア
[JAN]4571395820215

F825258
チュリパス

[JAN]4571395825258

F825265
サラソール

[JAN]4571395825265

F825210
ラッシージェム

[JAN]4571395825210

アクセサリー感覚で香りを楽しむ新感覚フレグランス。

F825326
ペセゴ

[JAN]4571395825326

品番を指定
　してください

Fragrance Body Butter

 　    F822011
　　 マリアリゲル
[JAN]4571395822011

 　    F822028
　ピンクエウフォリア
[JAN]4571395822028

 　    F822073
　  リリークラウン
[JAN]4571395822073

フェルナンダフレグランスボディバター
各1,200+(税) H15.7xΦ3.5cm　100g
初回単位:6（追加単位:3）
カートン:96★  日本製

塗った瞬間リッチな香りが豊かに広がるフレグランスボディーバター。
かかとや指先、脚など乾燥しがちなお肌にうるおいを与え、吸い付き
そうな柔らかな肌へ導きます。就寝前に塗って頂くとボディバターの
豊かでほのかな香りが広がりリラックスした優しい眠りへ。しっかり
と潤しながらべたつかない使用感はデリケートなお肌にもお使い頂け
ます。

香り豊かにしっかり保湿。吸いつきそうな、
やわらか肌へ導くボディバター

フェルナンダマシュマロ
ボディモイスチャライザー
各\1,500+(税)　80g
初回単位:6（追加単位:3）
カートン:48★  日本製

豊富な栄養素が含まれることで有名なプラセンタエ
キス（保湿成分）を始め、７種類の植物エキスを配
合し、乾燥もしっかりケアするモイスチャライザー。
マシュマロのような弾力あるクリームがお肌にしっ
かり吸着しもちもちした優しく香る美肌に。

 　    F822417
　プリメイロアモール
[JAN]4571395822417

Fragrance Body Moisturizer
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※お取引にあたり、登録制の為、お取引条件と併せて事前確認事項がございます。詳細は各担当へお問い合わせください。

スプレーするだけで、頭皮や
髪をベタつきにくく、ニオイ
を目立たなくします。髪を補
修するヘアトリートメント成
分を配合し、髪を労りながら
シャンプーしたてのような優
しい香りが広がります。

フェルナンダ フレグランス
スカルプ＆ヘアリフレッシュナー
各\1,400+(税)　80g
初回単位:6（追加単位:3）
カートン:48★　日本製F821182

ラランジア
[JAN]4571395821182 品番を指定してください

Fragrance 
Scalp&Hair Refresher
いつでも爽やか、瞬間リフレッシュ。ベタつきやニオイを

抑え、洗い立てのような、美しく香る髪へ。

Hair Fragrance 

フェルナンダ フレグランス
ヘアスタイリングミスト
\1,600+(税)
150ml
初回単位:6（追加単位:3）
カートン:60★  日本製

フェルナンダ フレグランス
ヘアオイル
\1,800+(税) 120ml
初回単位:6（追加単位:3）
カートン:72★  日本製

 　    F821144
　　  マリアリゲル
[JAN]4571395821144

フェルナンダ フレグランス
ヘアオイルミスト
\1,400+(税）
100ml
初回単位:6（追加単位:3）
カートン:96★  日本製

香り豊かな美髪に導く洗い流さない
トリートメント。

品番を指定してください

髪にうるおいを与え、素早く寝
ぐせやうねりを直します。潤い
をキープしながら、ほのかに香
るスタイリングミスト。UVカッ
ト成分配合で髪を紫外線から守
り、アイロンやコテで傷んだ髪
にダメージ補修成分配合の微粒
子ミストが髪の奥までしっかり
浸透。ハチミツ由来の保湿成分
配合で毛先までしっとりサラサ
ラ、ふんわり優しく香る美髪を
キープ。

【ご使用方法】
 髪から5-10ｃｍはなしてスプ
レーし、手ぐしやブラシで整え
ます。

オイルなのにべたつかず、驚
きの指通りでサラサラヘアへ
導く洗い流さないトリートメ
ント。サラッとまとまると同
時に豊かな香りで香る美髪に
変身。１０種類の天然オイル
他、UVカット成分、補修成分
トリートメント成分配合で、
あなたの髪をカラーや紫外線
などの痛みからも守ります。

フェルナンダヘアフレグランス
各\1,400+(税） H14.3xΦ4cm　80g
初回単位:6（追加単位:3）カートン:96★ 日本製

スプレーするだけで長時間かおり長持ち。きめ細かな
ミストのベールでふんわり、あなたの髪を香りで包み
ます。トリートメント成分、保湿成分配合で髪に潤い
と艶を与えUVカット成分配合で紫外線から髪を守りま
す。さらに、スプレー後はさらさらな仕上がりでギシ
ギシした固まったりしない髪に優しいヘアフレグラン
スです。

 　    F821045
　　  マリアリゲル
[JAN]4571395821045

 　   F821137
 　ピンクエウフォリア
[JAN]4571395821137

 　   F821120
 　マリアリゲル
[JAN]4571395821120

さらさらで香る美しい髪へと導くヘアフレグランス。

品番を指定
　してください

Fragrance Hair Oil  

髪にうるおいを与え素早く寝ぐせやうねりを直すスタイリングミスト。

Fragrance Hair Oil Mist 

 F821151
ピンクエウフォリア

[JAN]4571395821151

さらっとベタつかずにまと
まり、髪にツヤとうるおい
を与えるヘアオイルミスト。
厳選されたツバキ種子油を
贅沢に配合し、髪全体を補
修。その他ヒマワリ種子油、
ホホバ種子油、ブドウ種子
油等、11種類の成分が髪を
いたわり、上品な香りとと
もにあなたの髪をカラーや
傷みからも守ります。

サロン仕上げのツヤ髪キープ。香るヘアオイルミスト

Fragrance Hair Styling Mist

品番を指定してください

 　    FEHAFRMA
　　 マリアリゲル
[JAN]4571395821014

 　    FEHAFRPI
　ピンクエウフォリア
[JAN]4571395821021

 　    FEHAFRLI
　   リリークラウン
[JAN]4571395821038

 　    FEHAFRAM
　プリメイロアモール
[JAN]4571395821113
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火を灯した瞬間、香り広がるラブキャンドル

豊潤な香りをキャンドルに閉じ込め、火を灯せば、美しく輝く炎と共に
香りが広がります。持ち運びにも便利でいつでもあなただけの特別な時
間を楽しめます。プレゼントにもオススメです。

フェルナンダ フレグランスラブキャンドル
各\1,600+(税)　80g
初回単位:6（追加単位:3）カートン:48★　日本製 F828136

プリメイロアモール
[JAN]4571395828136

F828129
ケリーダテレーザ

[JAN]4571395828129

F828105
マリアリゲル

[JAN]4571395828105

Fragrance Love Candle

品番を指定してください

フェルナンダフレグランスルームスプレー
各¥1,400+（税）180ml
初回単位:6 (追加単位:3）カートン:12★　日本製

【ご使用方法】

上品な香りが広がる様、ファイバー状の
リードスティックを採用。木製のリード
スティックより吸収性に優れ、香りがよ
り豊かに広がります。用途に応じて本数
で香りを調整することも可能です。
【ご使用方法】
ボトルのキャップを外してください。
付属のスティックをボトルに挿してくだ
さい。スティックから広がる香りをお楽
しみ下さい。週に２～３回リードの上下
を入れ替えるとより香りが引き立ちます。
香りの強さはリードのご使用本数で調整
できます。

使用期間︓約１～１.５ヵ月間持続します。
※持続期間は、環境や使用するリード本
数により異なります。

優しい香りで包み込み、除菌・消臭ができるリネンスプレー

爽やかな香りが広がりインテリアとしても
オシャレなルームフレグランス

 　    F827245
　 ケリーダテレーザ
[JAN]4571395827245

 　    F827030
　　 マリアリゲル
[JAN]4571395827030

 　    F827238
　ピンクエウフォリア
[JAN]4571395827238

 　    F827313
　プリメイロアモール
[JAN]4571395827313

フェルナンダ フレグランスリネンスプレー
\1,500+(税) 100ml
初回単位:6（追加単位:3）カートン:96★  日本製

 　    F827061
　  リリークラウン
[JAN]4571395827061

 　    F827054
　ピンクエウフォリア
[JAN]4571395827054

 　    F827320
　  プリメイロアモール
[JAN]4571395827320

洗礼された上品な香りで生活を彩るルームスプレー

       F828174
　　プリメイロアモール
[JAN]4571395828174

洗礼された上品な香りで、生活を彩るルームスプレー
お部屋などにスプレーすると清潔感ある上品な香りが
速やかに広がり、ひと吹きすれば一瞬でお部屋の印象
を素敵な空間へと創り上げます。
【ご使用方法】
 容器をよく振ってご使用下さい。空間にお好みでス
プレーして下さい。

洋服はもちろん、カーテンやベッドカバー、カーペットなどのリビングアイテム
や布製品を除菌・消臭するとともに上品な香りが貴方をリラクゼーション空間へ
と導きます。　
【ご使用方法】衣類、布製品に直接スプレーして下さい。

品番を指定
　してください

Fragrance Linen SprayFragrance Room Spray

品番を指定してください

Fragrance Aroma Di�user

フェルナンダ フレグランスアロマディフューザー
\2,800+(税) 80ml
初回単位:6（追加単位:3）カートン:24★　日本製

品番を指定
　してください

※お取引にあたり、登録制の為、お取引条件と併せて事前確認事項がございます。詳細は各担当へお問い合わせください。



MEBUTUYE イエロー

MEBUTUWH ホワイト MEBUTUKH カーキ

MEBUTURD レッド MEBUTUMB マットブラック

MEBUTUNV ネイビー

マーキュリータブバケツ
各¥1,800+（税）
約Φ29.5×H12cm(取手含むW36.5cm)
単位:1  カートン:12

入荷済み

ガーデニング用バケツの「タブバケツ」です。直接寄せ植えをしてもよし。
口が広く浅いのでキッチンで買い置きの食材を入れるのにも重宝します。
また、ウォーターディスペンサーと一緒に、受け皿として使う使い方も人気です︕
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TUB BUCKET

品番を指定してください

NEW COLOR
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NEW COLOR NEW COLOR

ME044549 レッド

マーキュリー
ブリキディスペンサー
各¥4,800+（税）
Φ22.8/28.5×H40cm (12ℓ)
単位:1 カートン:2★ 

WATER DISPENSER
※内側が錆びる可能性がありますので、飲料用でのご使用はお避け下さい。
水が漏れる恐れがあるので、ロゴプレートの留め具（リペット）
を超えて水を満たさないでください。

タブバケツとの合わせ技でアウトドアシーズンのお供に︕
手を洗ったり食器を軽くすすぐなど、水が必要な時に重宝
します。

ME044556 イエローME044563 カーキ ME044570 サックス
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品番を指定してください

ME046611 サンドベージュ ME046604 マットブラック



マーキュリーブリキ
ティッシュボックス
各¥1,900+（税）
W22.5×D7.3×H13cm
単位:１  カートン:12

パッケージ
MEBUTBWH  ホワイト MEBUTBKH  カーキ MEBUTBYE　イエロー

TIN TISSUE BOX

品番を指定してください

MEBUTBRD　レッド MEBUTBBL ブルー MEBUTBMB  マットブラック

※簡易防水の為、水漏れする場合がございます。水にぬ
れたまま放置しますと錆が出る場合がございます。予め
ご了承ください。

MEBUMBKH
カーキ

MEBUMBNV
ネイビー

MEBUMBYE
イエロー

MEBUMBPK
ピンク

MEBUMBRD
レッド

MEBUMBWH
ホワイト

MEBUMBMB
マットブラック

MEBUMBBL
ブルー

マーキュリー 
ブリキミニバケツ
各¥600+（税）
Φ9×H9.5cm
単位:3  カートン:96

品番を指定してください
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TIN MINI BUCKET



TIN  BUCKET

MEBUBRKH カーキMEBUBRNV ネイビー

MEBUBRBL ブルー MEBUBRWH ホワイト

MEBUBRYE イエロー MEBUBRRD レッド

マーキュリー
ブリキバケツ
レギュラー
各¥2,000+（税）
Φ28×H25cm(15ℓ）
単位:１  カートン:18

MEBUBRMB マットブラック

品番を指定してください

MEBUBRGR グリーン

マーキュリーの大定番ブリキシリーズ。レギュラーサイズのバケツは、ガーデン用品からガレージ、
室内のインテリアまで、ポップながら普遍的なデザインで、どこでもお好きなようにお使いいただけます。

MEBUBOYE  イエローMEBUBOKH  カーキ

MEBUBOBL ブルー

MEBUBORD レッド

MEBUBOWH ホワイト

マーキュリー ブリキバケツ
オーバルフタツキ
各¥3,000+（税）
W34.4×D24.5×H34cm(約15ℓ）
単位:１  カートン:5

 MEBUBOMB  マットブラック

TIN  BUCKET
OVAL

品番を指定してください

MEBUBOGR グリーン
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※簡易防水の為、水漏れする場合がございます。水にぬれたまま放置しますと錆が出る場合がございます。予めご了承ください。



マーキュリー 
ブリキミニツールボックス
各¥1,900+（税）
W21×D8×H4.5cm
単位:１  カートン:30

パッケージ

MEBUMTBK カーキ

MEBUMTBW ホワイト MEBUMTBR レッド

MEBUMTBY イエロー

MEBUMTBM マットブラック

ペンケースにも使用できる
横長のツールボックス

※仕切りは付属しておりません。 品番を指定してください

MERETBMB　マットブラック

マーキュリー
リモートツールボックス
各¥1,800+（税）
W12.3×D13.2×L13cm
単位:1  カートン:6

品番を指定してください

MERETBBL　ブルー

MERETBKH　カーキ

MERETBRD　レッドMERETBWH　ホワイト

MERETBYE　イエロー

FRONT

BACK
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TIN MINI TOOL BOX

REMOTE TOOL BOX



MENSTBWH ホワイト

マーキュリーNEW
スクエアツールボックス
各¥2,800+（税）
W21.8×D11.5×L15.5cm
単位:1  カートン:6

品番を指定してください

MENSTBKH カーキ

MENSTBYE イエローMENSTBRD レッド

MENSTBBL ブルーMENSTBBK ブラック

※取り外しできるトレイと収納しやすい仕切りが付いています。 MEBUEBKH カーキ MEBUEBBK ブラック
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SQUARE
TOOL BOX

EMERGENCY BOX

パッケージ
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BANGEE
STRAP

マーキュリー
アジャスタブル
バンジーストラップ
各¥1,900+（税）
L86×D4cm
(フックの内径︓2.5cm)
単位:1 カートン:48

ME045270 レッドME045249 グレー

ME045263 ブラック

ME045232 カーキ

品番を指定してください

入荷済
NEW

ME045256 ベージュME045225 イエロー

伸縮性と強度のあるゴム製ストラップです。荷台に荷物を固定したり、車の中でフックを利用して
荷物を固定するなどが本来の用途ですが、壁面にはわせて即席に物を吊るすなど、
用途にこだわらずマルチにお使いいただけます。

MADE IN U.S.A



1332019-20 Autumn & Winter

品番を指定してください

入荷済
NEW

ME046161 レッドME046178 ホワイト

ME046147 ブラックME046154 カーキ

ME046185 イエロー

マーキュリー 
インダストリアル
PPバケツ
各¥2,200 +（税）
Φ31.5×H34.5cm(20ℓ）
単位:1 カートン:10☆

ガレージなどに映える、
PPのバケツです。
ねじ蓋付きなのでしっかり蓋が
止められます。

海外からの買い付け品のため、製造、輸送の際に生じた傷などがございます。
また、プリント部分に掠れがみられる場合がございます。 商品の特性として予めご了承ください。

PP BUCKET
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中心部分にカバー付属

 品番を指定してください

MCRキャパシティラージ
（ショルダー）バッグ
各¥3,900+(税)
底:約W31.5×D29/上部:約W46×D30cm
H66㎝（含むハンドル）ベルト付き
単位:1  カートン:10★

ME046284 サンドベージュ ME046291 ブラック ME046307 カーキ ME046314 バーガンディ

ME046246 サンドベージュ ME046253 ブラック ME046260 カーキ ME046277 バーガンディ

 品番を指定してください

MCRキャパシティストレージ
（ランタン）バッグ
各¥1,900+(税)
約W18×D**×Ｈ30cm
(除くハンドル）
ハンドルカバー付き
単位:1  カートン:30★

ME046208
サンドベージュ

ME046215
ブラック

ME046222
カーキ

ME046239
バーガンディ

 品番を指定してください

MCRキャパシティビッグ
（ストーブ）バッグ
各¥4,900+(税)
約Φ40×D**×Ｈ49cm
(除くハンドル）
ハンドルカバー付き
単位:1  カートン:10★

入荷予定:10月上旬
NEW

LANTERN

STOVE

SHOULDER

アウトドア用ストーブがすっぽり入る大きさです。ランタンを入れるのにぴったりのサイズです。

以前取り扱った際に人気の高かったキャパシティバッグ。サンドベージュを新色に迎えて復刻しました。
内部にウレタンシートが仕込まれたふかふかのバッグの特性を生かし、さらに、型が2つ増えました。

どれも秋・冬のアウトドアシーズンで大活躍間違いなしです。

CAPACITY
BAG 
SERIES

後部にハンドル付
力をかけやすいです
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マーキュリー ウッドクレート
各¥3,500+（税）
W45×D30×Ｈ10.3cm
単位:アソート6(色アソート可)  カートン:6

ME045355 ナチュラルレッド

ME045362 ナチュラルブラック

ME045379 ナチュラルホワイト

ME045386 ナチュラルカーキ

WOODCRATE
品番を指定してください入荷予定︓11月中旬NEW

※下記発注の仕方を参照ください。

例-1︓ナチュラルレッド2+ブラック4
例-2︓ホワイト4+レッド2
例-3︓ホワイト6

1カラー数量
最低発注合計6個からとなります。発注

の
仕方



136 2019-20 Autumn & Winter

ALMINIUM
CUP

マーキュリー
アルミスタッキングカップ M
¥700+（税）
Φ12×D15.5×H5cm(300ml)
単位:3  カートン:100★

品番を指定してください

マーキュリー
アルミスタッキングカップ L
¥800+（税）
Φ14×D17×H5.5cm(450ml)
単位:3  カートン:100★

品番を指定してください

品番を指定してください

マーキュリー
アルミマグカップ
¥800+（税）
Φ9.8×D12×H6cm
(300ml)
単位:3  カートン:100★

MEALMUSB 
シルバーブラック

MEALMUSK 
シルバーカーキ

MEALMUSR 
シルバーレッド

MEALMUGB
ゴールドブラック

M MEALSMSK シルバーカーキ

MEALSLSK シルバーカーキL

M MEALSMGB ゴールドブラック

MEALSLGB ゴールドブラックL

M

L

M

L

MEALSMSB シルバーブラック

MEALSLSB シルバーブラック

MEALSMSR シルバーレッド

MEALSLSR シルバーレッド

MUG

M

L
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パッケージMEHALAIV
 アイボリー

MEHALARD
レッド

MEHALAYE
イエロー

MEHALABL
ブルー

MEHALABK
ブラック

MEHALAKH
   カーキ

※電池別売り:単3電池×4本使用

光量無段階調整機能付き

品番を指定してください

マーキュリー
ハリケーンランタン　
各¥2,500+（税）
W14×H24cm（除くハンドル）
単位:1  カートン:12 

HURRICANE
LANTERN
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YOJO-MCR 
プロテクションテープ
各¥680+（税)
W4.5x長さ400㎝
単位:5（柄アソート可）
カートン︓100★　日本製

ME044143 カーシブ

《ヨージョーテープ〈YOJOTAPE〉》は水に強くて丈夫なので、キッチンやサニタリーなどの
水回りや外の空気に触れやすいアウトドアでもお使いいただけます。　ハサミを使わず手で簡
単にきる事ができるので、使い勝手もとても良く便利です。貼って剥がせる弱粘着性なので、
剥がすときのノリ残しがなく材質をいためにくいのも特徴です。お気に入りの物に貼って、
オリジナルのMCRデザインをお楽しみください。

ME044167 プレート

ME044174 インダストリアル
ME044181 キャンプ

ME044198 カー

MERCURYデザインの養生テープです。アイデア次第で、色々な用途と
してお使いいただけます。

お持ちのアイテムがMCRデザインに早変わり︕

ラッピングに使用して
カッコイイ贈り物に

ME044150 ブロック

品番を指定
してください

【合計 25個のご注文で、ご希望のお客様に
専用什器をお付けします】
※ご希望の場合は御注文書にご記入下さい。
時期によってはご用意できない場合もござ
います。予めご了承ください。

YOJO-MCR PROTECTION TAPE

什器サイズ︓W27.5xD24×H21㎝
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塩ビ素材の屋外にも使用可能なラミネート加工+強糊のステッカーです。
ご好評につき大判ステッカーと、アウトドアに最適な新柄が登場しました︕

日本製

ME044747 MODULAR ORGANIZER
¥400＋(税) W11×L6.5cm 単位:4

ME044693  TAG RED
¥350+（税）W13.3×L4cm 単位:4

ME044730 TAG BLACK
¥350＋(税) W12.5×L4.8cm 単位:4 

ME044709 CALFORNIA1970
¥350＋(税) W13.7×L4cm 単位:4

ME044754 
WORKER Mr.T　
¥350+（税）
W7×L7cm　単位:4

ME044716 SOLVENT
¥300+（税）
W7×L4.5cm　単位:4

ME044723  LAX
¥350+（税）
W9.6×L4.8cm　単位:4

ME044778 TAG WHITE
¥400+（税）W14.7×L4.4cm　単位:4

ME044761 CURSIVE WHITE
¥400+（税）W13.8×L4.5cm　単位:4

※ステッカー使用イメージ※※ステッカー使用イメージ※

¥880 +（税） W30×H9cm 単位:2
ME045546 TAG WHITE BIG ME045553 TAG RED BIG

ME045577 LAKE TAHOE ME045584 DURANGO ME045560 CHISOS TX ME045591 WASHINGTON

¥680 +（税）W25.3×H7.6cm 単位:2

¥350 +（税）W11.8×H6cm 単位:4 ¥350 +（税）φ80cm 単位:4 ¥350 +（税）W11.8×H6.5cm 単位:4

品番を指定してください

入荷済

NEWNEW

¥350 +（税）W13.2×H5.3cm 単位:4

STICKERS

NEW NEW NEW NEW
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マーキュリーリーラー 5M
各¥3,900+(税)
Φ17.2×D9.5×H20.5cm
単位:1 カートン︓24★
日本製  

品番を指定してください

front

※主な用途
日曜大工、ガレージやベランダでの電動工具を使う作業や照明源に最適です。
※屋内型（浴室や洗濯の時など水気の多いところでのご使用は避けてください）
※コンセントは２つ、コード部分は5m、お部屋に１台あるととっても便利です。

MERE5MRD レッドMERE5MKH カーキ MERE5MBK ブラックパッケージ back

METOTRBL ブルー METOTRGR グリーン

マーキュリーツールキット
トラック
各¥950+（税）
W16×D6.5×H8cm
単位:1  カートン:36★

METOOIBL ブルー METOOIGR グリーン

マーキュリーツールキット
オイルカン
各¥2,800+（税）
W14×D5.5×H23cm
単位:1  カートン:16★

LEDライト付き

TOOL KIT

REELER

精密ドライバーキットが入っています
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MEBUSBBK  ブラック

MEBUSBRD  レッド

MEBUSBKH  カーキ

マーキュリー
バタフライスタッキングボックス
各¥4,800+（税）
W36×D26×H10cm
単位:1  カートン:10★
日本製

※通常の条件と異なりますので、
各営業担当に事前に
御確認ください。 BACK SIDEにもプリントが

ほどこされています

スタッキング出来ます

持ち運ぶ際は、蝶番の様に
開きます。

METBPRMB マットブラック METBPRRD レッド METBPRKH カーキ

品番を指定してください

マーキュリーPRO
ツールボックス
各¥9,800+（税）
W35×D16×H21.5cm(ハンドル含）
単位:1 カートン︓9★
日本製

ホーム用としても使いやすい小型タイプのツールボックスです。
上段の仕切りは取り外しも移動も可能です。（中皿は取り外しできません）
シリンダー錠取り付け可能（付属はしていません）TOOL BOX PRO

BUTTERFLY
STACKING BOX
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マーキュリー
スタッキングツールボックス
各¥2,900+（税）
W37×D16×H10.5cm
単位:2  カートン:30★日本製

品番を指定してください

MEMJTBIV  アイボリー

パッケージ

マーキュリー
MJツールボックス
各¥3,900+（税）
W35.8×D14.6×H11.5cm
単位:1 カートン︓12★
日本製

パッケージ

MEMJTBRD  レッドMEMJTBKH  カーキ

品番を指定してください

MEMJTBSV  シルバー

OPEN 時BACK SIDE

底部分 MESTTBSV シルバー

MESTTBCW クールホワイト MESTTBBU バーガンディ

MESTTBNV ネイビー MESTTBKH カーキ

TOP、底部分が凹凸に
なっているのでスタッ
キングが可能です︕

MEMJTBMB  マットブラック MEMJTBCW  クールホワイト

MJ TOOL
BOX

STACKING TOOL BOX

※お求めやすくなりました※
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FOLDING
CHAIR
MCRフォルディングチェア
各¥5,800+（税）
W45×D43×H78㎝（座面︓W41×Ｌ41㎝）
折畳時︓Ｗ45×D5×H96㎝　
単位:4(色アソート可) カートン:4★

品番を指定してください

MEFOCHSR  シルバー/ブラウン MEFOCHSG  シルバー/グリーン

腰掛けのフレーム部分に
マーキュリーエンブレムが施された、
無機質でかっこいい折りたたみ椅子です。



MEIRASTY イエロー
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マーキュリー
スタンドアシュトレイ
各¥12,800+（税）
Φ22×H61㎝
単位︓1  カートン:4★

品番を指定してください

MESTASRS 
リアルスチール

※1個箱入り

スチールカラーに関して、塗装加工をしていないスチール素材を使用しております。
その為、時間が経つと酸化して錆びが発生いたしますが製品の風合いとしてお楽しみ下さい。
※ブラックカラーは塗装加工を施しております。

MESTASBK
ブラック

※常に品薄の為、予約をおすすめしています。

MEIRASTR レッド MEIRASTG グリーン MEIRASTB ブラック

マーキュリー
アイアンアシュトレイ
トライアングル
¥1,800+（税）
W12.5×L10.6×H2.1㎝
単位︓1  カートン:16

品番を指定してください

IRON ASHTRAY

STAND ASHTRAY

トップのアシュトレイ部分は
マーキュリーのプレートが付
いています。



MEINCLGW  ゴールドウッドプリント
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industrial clip lamp
マーキュリー
インダストリアル
クリップランプ
各¥6,900+（税）
単位:1 カートン:12★

品番を指定してください

シェードサイズ:Φ11.3×H6.5cm
コード:167cm（本体重量:0.48kg)
電球 E17(40Wまで対応）別売り
素材︓スチール
★フレキシブルネック仕様
★コード部分中間スイッチ付

Product Details

MEINCLRS  リアルスチール

MEINCLMB  マットブラック

※リアルスチールは『INDUSTRIAL感』を醸し出す為に、あえて
塗装が施されていないスチール製です。　
オイルムラ、バリ取り削り痕、キズ等があり個々の風合いが異な
ります。

MEINCLMW  マットホワイト
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マーキュリー
ネオンサイン
OPEN HEAVY-DUTY
\46,800+(税）
約W50xH26cm
単位︓1  カートン︓1#   

マーキュリーネオンサイン
OPEN INDUSTRIAL
\49,800+(税）
約W66xH26cm
単位︓1  カートン︓1#   

MENESIOH
 OPEN HEAVY-DUTY

MENESIOI
OPEN INDUSTRIAL

※通常の条件と異なりますますので、各営業担当に事前にご確認ください。
※個別発送の為、\1,200/1個ご負担いただきます。（沖縄、離島除く）

店舗装飾や、ご自宅用にも。置くだけでビンテージアメリカンな雰囲気に。
真空管のネオンサインは今日では珍しく、希少価値も高いです。neon sign

OEM オリジナルネオンサインのご注文承ります。
1個からでもお受けできます。詳しくは各営業担当へお問い合わせください。
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マーキュリーの製品コンセプトは70ʼsアメリカですが、
このランプのラインナップは50ʼsと少しクラシックなイメージ。
重厚感ある、古き良きアメリカのランプたちです。
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マーキュリー
ミニランプ
各¥9,800+（税）
単位:1

品番を指定してください

ME15276  15276 ME61742  61742 ME70263  70263 ME15191  15191

ME38281  38281 ME33260  33260TS ME21868  21868 ME17330  17330ME64427  64427

Grand
Comfort

M E R C U R Y
15191の傘には植物文様が織り込まれていますシルバーのフェザー彫刻が渋い、33260

電源はコンセントです。
電球別売り︓E-26・40W推奨

Φ23×H45cm Φ23×H44.5cm Φ28×H42cm 

NEW

入荷済み

Φ24×H41cm 

Φ23×H43cm Φ23×H43cm Φ23×H41cm Φ28×H47cm Φ23×H34cm 
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BAR MAT
MCRバーマット S
各¥2,000+(税)
約W60.5×D10×Ｈ1cm
単位:1  カートン:20

 品番を指定してください

 品番を指定してください

MCRバーマット S
各¥1,900+(税)
約W60.5×D10×Ｈ1cm
単位:1  カートン:20

 品番を指定してください

MCRバーマット L
各¥3,300+(税)
約W45×D18×Ｈ1cm
単位:1  カートン:10

NEW

ME046321 ENGINEERING

ME046338 MULTI-PURPOSE

ME046345  LIQUOR WHITE

ME046352 LIQUOR RED
ME046376 WARNING

ME046383 1SHOT$5
ME046369 LIQUOR BLACK

入荷予定︓9月中旬

NEW 入荷予定︓9月中旬

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



MEMABAKH カーキ
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マーキュリー
マーケットバスケット
各¥1,900+（税）
W42×D29.2×H22cm
単位:1  カートン:12

MARKET BASKET

MEMABARD レッド MEMABABK ブラック

MEMABABL ブルー

MEMABAWH ホワイト

品番を指定してください

品番を指定してください

MEMABAYE イエロー

STEEL CONTAINER BOX

マーキュリー 
スチール
コンテナボックスS
各¥1,900+（税）
W30×D21×H12.5cm
単位:2  カートン:12

マーキュリー
スチール
コンテナボックスL
各¥2,200+（税）
W35×D24×H17cm
単位:2  カートン:12

MESCBLWH　ホワイト

アウトドア、インドア問わず、
ごちゃつきがちな小物をかっこよくまとめることができます。

※ヴィンテージ加工の為、多少の擦れ、へこみがございます。製品の風合いとしてお楽しみください。

MESCBSWH　ホワイト

MESCBSBK　ブラック

Ssize Lsize
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POUCH
MAIL BOX

※注意事項︓商品素材の特性上、キズ、色むらなどは返品対象になりません。あらかじめご容赦ください。

マーキュリー
ポーチメールボックス
各¥4,800+（税）
W27/24.5×D12×L35cm
単位:1  カートン:4★ MEPOMBWH　ホワイト MEPOMBKH　カーキ MEPOMBYE　イエロー
品番を指定してください

付属パーツ

MEPOMBRD　レッド MEPOMBMB　マットブラックMEPOMBBL　ブルー

※お求めやすくなりました※
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MEUSPOBI  アイボリーMEUSPOBR  レッド

MEUSPOBS  シルバー

MEUSPOBG  グリーン

MEUSPOBM  マットブラック

U.S STAND
MAIL BOX

本体BOX

自立はしませんので
ご使用の際は埋め込
むか括り付けてご使
用ください。

品番を指定してください

MERCURY 
USメールボックス
本体+スタンドセット
各¥8,800+（税）
単位:1  カートン:4組み立ても簡単なアメリカンタイプの

メールボックスです︕

MERCURY 
USメールボックス
スタンドのみ
¥2,500+（税）
Φ3.8×H111.5cm
単位:1  カートン:10

MEUSSTME スタンド

本体 + スタンドの
セット組みがお得です︕

品番を指定してください

MERCURY USメールボックス
本体のみ
各¥6,800+（税）
W16.7×D52.1×H24.5cm
単位:1  カートン:4

本体のみのご注文の際は必ず
本体のみとご明記お願いします。

スタンドのみ

※注意事項︓商品素材の特性上、キズ、色むらなどは返品対象になりません。あらかじめご容赦ください。

付属パーツ
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MAIL BOX

MEMABONV ネイビー

MEMABOSV シルバー

MEMABORD レッド

MEMABOMB マットブラックMEMABOGR グリーン

MEMABOIV アイボリー

マーキュリー
メールボックス
各¥9,800+（税）
W38×D16×H45cm
単位:1  カートン:2

品番を指定
してください

※取り付けネジ付属

メール入れ

鍵が付属しています

新聞入れ

マーキュリーの定番メールボックス。上の蓋から郵便物を入れるので開口部が大きく、
レターパックも悠々入ります。下部には新聞受けがついており、郵便物と区別することができ便利です。
取り付けは、本体の後ろからネジで留める方式です。
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MEHAMAMB マットブラック

MEHAMAIV アイボリー

MEHAMAGR グリーン

MEHAMARD レッド MEHAMANV ネイビー

マーキュリー
ハンドルロックメールボックス
各¥11,800+（税）
W38×D16×H45cm
単位:1  カートン:2

品番を指定
してください

※取り付けネジ付属

人気のメールボックスの
ハンドルキータイプです。
鍵ももちろんついていますが、
ハンドルで開閉も出来るの
で手軽で便利です。

入荷予定︓9月下旬

HANDLE LOCK
MAILBOX

MEHAMASV シルバー

NEW COLOR
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KEY CABINET

マーキュリー
キーキャビネット
各¥3,900+（税）
W17×D6.5×H25cm
単位:1  カートン:10

MEKECAIV　アイボリー

MEKECANV　ネイビー

MEKECARD　レッド MEKECAKH　カーキ

MEKECABK　ブラック

内側に壁掛け
フック付き

鍵付き

品番を指定してください

壁に設置可能なキーキャビネットです。カギが付いているので施錠もできます。
無機質で重量感のあるデザインが人気です。

MEKECASV　シルバー
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MESWPL2I
 アイボリー

MESWPL2Y
  イエロー

MESWPL2R
     レッド

MESWPL2K
     カーキ

MESWPL2N
    ネイビー

 MESWPL2M
マットブラック

MESWPL3I
 アイボリー

MESWPL3Y
  イエロー

MESWPL3R
     レッド

MESWPL3K
    カーキ

MESWPL3N
   ネイビー

 MESWPL3M
マットブラック

MESWPL1I
  アイボリー

MESWPL1Y
  イエロー

MESWPL1R
     レッド

MESWPL1K
    カーキ

MESWPL1N
    ネイビー

 MESWPL1M
マットブラック

マーキュリー
スイッチプレート1ヶ口
各¥580+（税）
W6.8×L11.9cm
開口部:W2.8×L2.3cm
単位:2  カートン:100

マーキュリー
スイッチプレート3ヶ口
各¥580+（税）
W6.8×L11.9cm
開口部:W2.8×L6.9cm
単位:2  カートン:100

マーキュリー
スイッチプレート2ヶ口
各¥580+（税）
W6.8×L11.9cm
開口部:W2.8×L2.3cm
単位:2  カートン:100

ドライバー１本で簡単に取り付けられます。
※取り付けネジ付属

品番を指定してください

品番を指定してください

品番を指定してください

SWITCH PLATE ３ケ口は
コンセントプレート
にも使用できます。
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TOOL WAGON

マーキュリーツールワゴン
各¥19,000+（税）
W46.5×D26.5×H80cm
単位:1  カートン:1◇
日本製

品番を指定してください

※通常の条件と異なりますので、
各営業担当に事前に御確認ください。

METOWAKH カーキ METOWARD レッド METOWABK ブラック

深さの違う２段ラックで、
ごちゃつきがちな道具をすっきり整理できます︕
かっこいいプリント付きのワゴンは、
置くだけでインテリアのワンポイントになります。
ガレージはもちろん、
キッチンやリビングで使っても映えますね。

最大積載量60kg
上の浅いトレーには30kg
下の深いトレーには30kg
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FOOT LEVER BIN

DUSTPAN

マーキュリーペダルダストビン
各¥5,900+（税）Φ30/32×H40cm
容量:23ℓ 単位:1★

TOPにもデザインが
　施されています︕

ガレージなどにもピッタリな大ぶりなペダルダストビン

MEPEDUWH　ホワイト

MEPEDUKH　カーキ

MEPEDURD　レッド

品番を指定
してください

マーキュリー ダストパン
各¥2,900+（税）
W31×D25.5×H70cm
単位:4（色アソート可）
カートン:4★

MEDUPABL
    ブルー

 MEDUPAMB
マットブラック

MEDUPAKH
    カーキ

※お求めやすくなりました※

品番を指定
してください
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MELAHA10 マーキュリー
ランドリーハンガー
16P
各¥2,400+（税）
W51.5×H28×D20㎝
単位:1 カートン:20★
日本製

MELAHA16

マーキュリー
ランドリーハンガー
20P
各¥2,900+（税）
W61×H28×D35㎝
単位:1 カートン:20★
日本製

MELAHA20

マーキュリー
ランドリーハンガー
30P
各¥3,900+（税）
W80.5×H28×D35㎝
単位:1 カートン:10★
日本製

MELAHA30

マーキュリー
アルミクリップシルバー
¥500+（税）
W2×D3×L6.5cm/1PCS
パッケージ︓W14×L13㎝
単位:6  カートン:240
日本製

MEALCLSV

マーキュリー
ランドリーハンガー
10P
各¥1,500+（税）
W20×H28×D15.5㎝
単位:1 カートン:50★
日本製 アルミハンガー 共通パッケージ

パッケージ

HANGER

ME045225 レッド ME045249 カーキME045232 ネイビー

ME045263 イエローME045256 ブラウン

マーキュリー 3pハンガー
各¥880+（税）
W40×D1.7×H21cm
単位:1  カートン:60

品番を指定してください

スケルトン素材にマーキュリーロゴが
レトロで新鮮なハンガーです。
3Pセットです。

2020ss



マーキュリーPVC ガレージマット
各¥2,400+（税）
W90×D0.5×L59.5cm
単位:1  カートン:20

MEPGMLBL ブルー

MEPGMLBK ブラックMEPGMLBU バーガンディ

MEPGMLKH カーキ
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RUBBER GROVE マーキュリーラバーグローブ
各¥580+（税）
レディースフリーサイズ
単位:2 カートン:48★

MERUGLOR オレンジ

MERUGLGR グリーン

パッケージ

品番を指定してください

※お求めやすくなりました※

GARAGE

PVC MAT

KITCHEN
マーキュリーPVCキッチンマット
各¥2,400+（税）
W119.5×D0.5×L44.5cm
単位:1  カートン:20

品番を指定してください

品番を指定してください

MEPGKMKH  カーキ

MEPGKMBU  バーガンディ MEPGKMBK  ブラック

MEPGKMBL  ブルー

★屋内でも屋外でもご使用いただけます。
★薄型なのでドアの開閉の時に邪魔に
　なりません。 
★滑りにくいPVC素材なので安心して
　ご使用いただけます。 
★柔らかい素材なので程よい弾力性があり
　足への負担も軽減できます。 
★汚れや水気の拡散を防いでくれます。 



MESBOLKH カーキ

MESBOLBL ブルー MESBOLSV シルバー

MESBOLBU  バーガンディ

マーキュリースタッキング
バスケットオープンＳ
各\1,400+(税)
W26×D19×H13.5㎝
単位︓1　カートン︓4★

マーキュリースタッキング
バスケットオープンＬ
各\1,900+(税)
W36×D26×H20㎝
単位︓1　カートン︓4★

※加工の都合上、塗料の濃淡が強く出る箇所がございますが、不良品ではございませんので予めご了承ください。
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STACKING
BASKET

MESBOSKH カーキ

MESBOSBL ブルー MESBOSSV シルバー

MESBOSBU バーガンディ

※お求めやすくなりました※

※お求めやすくなりました※



マーキュリースタッキング
バスケットクローズＳ
各\1,400+(税)
W26×D19×H13.5㎝
単位︓1　カートン︓4★

マーキュリースタッキング
バスケットクローズＬ
各\1,900+(税)
W36×D26×H20㎝
単位︓1　カートン︓4★

マーキュリースタッキング
バスケットＭ
各\1,600+(税)
W36×D26×H10㎝
単位︓1　カートン︓4★

※加工の都合上、塗料の濃淡が強く出る箇所がございますが、不良品ではございませんので予めご了承ください。
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MESBCSKH カーキ

MESBCSBL ブルー MESBCSSV シルバー

MESBCSBU バーガンディ

MESBCLBL ブルー MESBCLSV シルバー

MESBCLBU バーガンディMESBCLKH カーキ

A4サイズなので、ファイルや雑誌の
整理はもちろんキッチンなどの収納
にも便利です。

※お求めやすくなりました※

※お求めやすくなりました※

※お求めやすくなりました※
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WAPPEN

マーキュリーワッペン
各¥500＋(税)
単位:6（柄アソート可）
カートン︓500

品番を指定してください

接着する位置に正しく置いて、当て布をのせ、アイロンが直接生地にあたらないようにしてください。アイロンの温度は150℃前後（綿用）
に保ち、約20秒間強く押さえてプレスしてください。完全に冷めるまでもんだり引っぱったりしないでください。

MEWABURD
バケツレッド
W5×L7cm

MEWACALI カリフォルニア
W6.2×L7.2cm

MEWAWASH ウォッシング
W9.9×L3.5cm

MEWATOYE ツールボックスイエロー
W9.9×L3.5cm

MEWATOBR ツールボックスブラウン
W9.9×L3.5cm

MEWATOBK ツールボックスブラック
W9.9×L3.5cm

MEWAPLRDプレート
レッド  W7.8×L2.8cm

MEWAEMKHエンブレム
カーキー  Φ7cm

MEWABUYE
バケツイエロー
W6×L7.5cm

MEWAEMBKエンブレム
ブラック  W7×L5.5cm

MEWAPLLBプレート
ライトブルー　W7×L4cm

MEWATBRD
ツールボックスレッド
W10.5×L4.6cm

マーキュリーワッペン
各\500+(税)
単位︓6（柄アソート可）
カートン︓200
※アイロン接着タイプ

品番を指定してください

MEWABUGR
バケツグリーン

W5×L7cm

MEWABUBK
バケツブラック

W5×L7cm

※アイロン接着タイプ

キャンバス地のアイテムのデコレーションや、
ミリジャケなどに貼ってデコレーションするのも良いです。
日用品にワッペンをつけてマーキュリー好きをアピール︕

ワッペンのつけ方
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マーキュリー
メタルマグネット
各¥600＋(税)
単位:6（柄アソート可）
カートン︓500

品番を指定してください

MEMMEMRD エンブレムレッド
W10×D2×Ｌ3.5cm

MEMMHDYE
ヘビーデューティーイエロー
W7×D2×L5cm

MEMMCACO 
カリフォルニアカッパー
W9×D2×L4.5cm

MEMMELEC エレクトリック
W10.5×D2×L2.5cm

MEMMEMBK エンブレムブラック
W10×D2×Ｌ3.5cm

MEMMHOTE 
ホテルキーホルダー
W4.5×D2×Ｌ9cm

MEMMHDBK
ヘビーデューティーブラック
W7×D2×L5cm

MEMMCABL
カリフォルニアブルー
W6.9×D2×L4.5cm

家電製品やMCRのブリキ
スチール製品に貼り付けるとGOOD!!METAL MAGNET



NEW COLOR

166 2019-20 Autumn & Winter

入荷済み

METHLOBK
ブラック

マーキュリーサーモメーター
ロング
各¥850+（税）
W9.5×D1.8×L25cm
単位:2  カートン:48

METHLOBL
ブルー

METHLOKH
カーキ

METHLORD
レッド

METHLOWH
ホワイト

METHWIRD　レッド

METHWIKH　カーキ

METHWIST　スチール

METHWIBK　ブラック

METHWIWH　ホワイト
マーキュリーサーモメーター
ワイド
各¥1,000+（税）
W25×D1.8×L9.5cm
単位:2  カートン:48 ワイドには3Dロゴプレート

が付いています。

※摂氏（℃）のみの表示になります。

マーキュリーらしいカラフルなラインナップの
温度計。
スチール素材が無骨でかっこいいです。

お部屋はもちろん、
ガレージなどにワンポイントであっても
映えます。

※摂氏（℃）のみの表示になります。

METHLOST
スチール

LONG

WIDE

品番を指定してください

品番を指定してください

THERMOMETER
パッケージ
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マーキュリー フローティングペン
ボックスセット 6色×4本（計24本)入り
¥10,800+（税）L14cm(黒インク)
カートン:16ボックス★

MEFLPEBO ボックスセット

 MEFLPEBK 
ブラック

 MEFLPENV
ネイビー

 MEFLPEGR
グリーン

 MEFLPEBU
バーガンディ

 MEFLPEMU
マスタード

 MEFLPEGY
グレー

マーキュリー
フローティングペン
リフィル ¥450+（税）
L14cm(黒インク)
単位︓4  カートン:250★

MERCURYの
ロゴが動きます︕
芯部分はツイスト式　　　　

品番を指定して
　  ください

マーキュリー ソーラーカリキュレーター
各¥1,800+(税)
W15.5×D4.2×L17.8cm 
単位:1 カートン︓60  品番を指定してください

パッケージ

※お求めやすくなりました※

MESOCABE ベージュ MESOCAKH カーキ

MESOCABK ブラックMESOCARD レッド

CALCULATOR
デスクトップＰＣのキーボードのような打ち込み感がありボタンを
押したときの音と感触がとても心地よいです。

FLOATING PEN
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マーキュリーキャンバス
バケツＳ
各¥950+（税）
φ24×Ｈ28cm
単位:1  カートン:25

MECABUSE サンドベージュ

マーキュリーキャンバス
オーバルバケツS
各¥1,600+（税）
W40×D31×Ｈ20cm
単位:1  カートン:25

MECAOBSE サンドベージュ
マーキュリーキャンバス
オーバルバケツM
各¥1,900+（税）
W43×D33×Ｈ24cm
単位:1  カートン:25

MECAOBME サンドベージュ マーキュリーキャンバス
NEWティッシュ
ボックスカバー
各¥1,000+（税）
W27×D14.5×Ｈ8cm
単位:1  カートン:100

MECANTBE サンドベージュ

マーキュリーキャンバス
バケツＭ
各¥1,300+（税）
φ28×Ｈ36cm
単位:1  カートン:25

MECABUＭE サンドベージュ
マーキュリーキャンバス
レクタングルボックスS
各¥1,000+（税）
W23×D16×Ｈ13cm
単位:1  カートン:24

MECARBSE サンドベージュ
マーキュリーキャンバス
レクタングルボックスM
各¥1,800+（税）
W36×D24×Ｈ26cm
単位:1  カートン:24

MECARBME サンドベージュ

入荷済NEW

canvas SANDBEIGE

人気のキャンバスシリーズに新色が登場しました。インテリア馴染みの良いサンドベージュ。
アウトドア用品の人気カラーでもあります。インドア、アウトドアともに活躍間違いなしのカラーです。

NEW COLOR
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マーキュリー
グローセリートート
各¥1,900+（税）
W59×D15×L37.5cm(持ち手含まず)
単位:1 カートン:40

ME045461 ネイビー

ME045447 グレー

ME045454 カーキ

CANVAS
TOTEBAG

品番を指定してください

入荷済NEW

ME045478 サンドベージュ

しっかりしたマチと底面なので、
たっぷり物が入ります。

裏地にPVCコーティングが
されているので、
汚れを気にせずガシガシ使えます。

キャンバスの大きなお買い求め易いトートバッグです。内側にPVCコーティングがされているので、汚れものも気にせ
ずガシガシ使っていただけます。ユーズド感のある風合いの良い生地なので、ワードローブと合わせやすいです。トー
トとして使っていただいてももちろんよいのですが、中に日用品を入れて床にさりげなく置いても、かっこいい収納に
なります。
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CANVAS 
SERIES

MECAMBKH カーキ

マーキュリーキャンバス
ミニバケツ 
各¥480+（税）
Φ10×H10.5cm
単位:1  カートン:50

MECAMBBK ブラックMECAMBGY グレー

品番を指定してください

マーキュリーキャンバス
NEWティッシュボックスカバー
各¥1,000+（税）
W27×D14.5×H8cm
単位:1  カートン:100 MECANTBB  BK

MECANTBG  GY

MECANTBK  KH

MEHINTB  ヒッコリー

MEDENTB  デニム

マーキュリーキャンバス
ハンギングポケット
各¥2,600+（税）
W50×H74cm
単位:1  カートン:24★

MECAHPGY グレー 品番を指定してください

MECAHPKH カーキ MECAHPCO コーラル

MECAHPBK ブラック

マーキュリー
デニム
NEWティッシュ
ボックスカバー
各¥1,400+（税）
W27×D14.5×H8cm
単位:1  カートン:100

マーキュリー
ヒッコリー
NEWティッシュ
ボックスカバー
各¥1,400+（税）
W27×D14.5×H8cm
単位:1  カートン:100

ティッシュボックスの
入れ口が仕様変更し使
いやすくなりました︕

※お求めやすくなりました※

品番を指定してください

※お求めやすくなりました※
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MECARBSK カーキ MECARBMK  カーキ

MECAOBSK カーキ

MECABUSK カーキ MECABUMK カーキ

MECARBMG  グレー

MECARBMB  ブラック

MECARBSG グレー

マーキュリーキャンバス
レクタングルボックスM
各¥1,800+（税）
W36×D24×H26cm
単位:1  カートン:24

マーキュリーキャンバス
レクタングルボックスS
各¥1,000+（税）
W23×D16×H13cm
単位:1  カートン:24

マーキュリーキャンバス
オーバルバケツ S
各¥1,600+（税）
W40×D31×H20cm
単位:1  カートン:25

マーキュリーキャンバス
オーバルバケツ M
各¥1,900+（税）
W43×D33×H24cm
単位:1  カートン:25

MECAOBSG  グレー

MECABUSG  グレー

MECABUMG  グレー

MECAOBSB ブラック
MECAOBMB ブラック

MECABUSB ブラック MECABUMB ブラック

MECARBSB ブラック

MECAOBSR コーラル

MECAOBMK カーキ

MECAOBMG  グレー

品番を指定してください 品番を指定してください

品番を指定してください品番を指定してください

マーキュリーキャンバス
バケツ S
各¥950+（税）
Φ24×H28cm
単位:1  カートン:25

マーキュリーキャンバス
バケツ M
各¥1,300+（税）
Φ28×H36cm
単位:1  カートン:25

品番を指定してください 品番を指定してください

CANVAS SERIES
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MEDEMB  デニムMEHIMB  ヒッコリー

マーキュリーミニバケツ
各¥480+（税）
Φ10×H10.5cm
単位:1  カートン:50★

MEHITB  ヒッコリー

マーキュリー
ティッシュボックスカバー
¥1,400+（税）
W27×D14.5×H8cm
単位:1  カートン:100

MEDERBM  デニムMEHIRBM  ヒッコリー

マーキュリーレクタングルボックス M
¥1,900+（税）
W36×D24×H26cm
単位:1  カートン:24

MEDEOBM  デニムMEHIOBM  ヒッコリー

マーキュリーオーバルバケツ M
¥2,400+（税）
W43×D33×H24cm
単位:1  カートン:25

MEDEBUM  デニムMEHIBUM  ヒッコリー

マーキュリーバケツ M
¥1,900+（税）
Φ28×H36cm
単位:1  カートン:25

マーキュリーウォールポケット
各￥3,500+（税）
W45×L73.5cm（取手除く）
単位:1  カートン:25

MEDEWP  デニム

品番を指定してください 品番を指定してください

※お求めやすくなりました※

DENIM&HICKORY SERIES

品番を指定してください

品番を指定してください

2019-20 Autumn & Winter



MESATOKH カーキ

MESATOWD ウォッシュデニム

MESATOBC ブリック

MESATOBE ベージュMESATOND ネイビーデニム

MESAWOBC ブリック MESAWOKH　カーキ
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マーキュリー ショートエプロン ワーク
各¥2,900+（税）
W49.5×L68.5cm（除く紐）
単位:1  カートン:40

品番を指定
してください

品番を指定
してください

品番を指定してください

マーキュリー
トラベルスリッパＬ
各¥1,500+（税）
メンズフリーサイズ（25～27㎝）
単位:1  カートン:20

品番を指定してください

METRSLKH　Lカーキ

TRAVEL SLIPPERS

METRSLBR　Lブリック METRSLNV　Lネイビー

METRSSKH　Sカーキ METRSSBR　Sブリック METRSSNT　Sナチュラル METRSSBK　SブラックMETRSSNV　Sネイビー

マーキュリー
トラベルスリッパＳ
各¥1,500+（税）
レディースフリーサイズ（23～25㎝）
単位:1  カートン:20

インドコットン素材で使いやすいシンプルなデザインのスリッパです。
コンパクトになるのでトラベル用に最適です。

25-27CM

APRON SERIES

マーキュリー ショートエプロン ツール
各¥1,900+（税）
W49×L36cm（除く紐）
単位:1  カートン:50

着用モデル身長︓176㎝

LADIES 23-25CM

MENS

2019-20 Autumn & Winter
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ME045058　チャコールＳ
ME045065　チャコールＭ
ME045072　チャコールＬ

ME045089　ネイビーＳ
ME045096　ネイビーＭ
ME045102　ネイビーＬ

ME045119　カーキＳ
ME045126　カーキＭ
ME045133　カーキＬ

MCR半袖ワークシャツ　
各¥5,900＋(税)  単位:1 ∞

品番を指定してください

着丈 身巾 肩幅 袖丈
Ｓ 74 51 44 24
Ｍ 75 54 46 25
Ｌ 77 61 48 26

コットン35%、ポリエステル65％の生地は、作業着に最適な黄金比です。さらっとした着心地なので、
素肌に着ても心地よいです。薄手ながら丈夫で、シワになりにくい。
着倒してもどんどん味が出てくる優れものです。
ベーシックながらスタイリッシュなシルエットなので、ボトムスが細身でも、太めでも様になります。

1923年創業の老舗ワークウェアブランド
『RED KAPレッドキャップ』GM社の整備用作業着に
認定されるなど、Dickies（ディッキーズ）と並ぶ本格
的なワークウェアとして人気です︕老舗USワークブラ
ンドならではのタフさとシンプルなデザインが魅力的
な一着です。シルエットの良さから、ファッション業
界での注目度も高く数々のストリートブランドのボデ
ィとしても使われています。

REDKAP

WORK SHIRT

CHARCOAL GRAYNAVY

Lサイズ着用イメージ︓
モデル身長︓175㎝

Lサイズ着用イメージ︓
モデル身長︓181㎝
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ME044907　チャコール38
ME044914　チャコール40
ME044921　チャコール42
ME044938　チャコール44
ME044945　チャコール46

ME044952　ネイビー38
ME044969　ネイビー40
ME044976　ネイビー42
ME044983　ネイビー44
ME044990　ネイビー46

ME045003　ブラウン38
ME045010　ブラウン40
ME045027　ブラウン42
ME045034　ブラウン44
ME045041　ブラウン46

MCRカバーオール
各¥13,800＋(税) 単位:1 ∞

redkap創設時のラインナップ。原点にして最高のデザインです。90年以上経っても古びないデザインは、
多くの労働者や、ファッションブランドを魅了してきました。
作業着なので、下に履いているズボンのポケットにもアクセスできる構造になっています。

38 40 42 44 46
総丈 150 152 156 157 159
身巾 61 62 66 70 73
肩幅 46 48 50 52 54
袖丈 60 60 60 60 60
股下 75 75 75 76 76

品番を指定してください

NAVY BROWN

CHARCOAL

40サイズ着用イメージ︓
モデル身長︓167㎝

38サイズ着用イメージ︓
モデル身長︓161㎝

42サイズ着用イメージ︓
モデル身長︓176㎝

COVERALL

※本ページで使用しているイメージカットは、ウェブへのアップ、二次利用をご遠慮いただいております。
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MCRスタンダードTシャツ
各¥3,800＋(税)
単位:1  カートン:20★

品番を指定してください

古き良き製法である丸胴製法のTシャツです。生地を縫い合わせることなく、生地を輪で織りあげる製法です。
縫い目が脇や脇腹などの肌に触れないため、着心地が良いのが特徴です。
また、型崩れが起こりにくく、長持ちするというメリットもあります。
綿自体にも厚みがあり、強度、品質も高いため、洗濯を繰り返しても型崩れが起こりにくいもの特徴です。
そんなヘビーデューティーなアメリカ製のパーツを日本で丁寧に縫い合わせて仕上げを施した商品です。

ME044785 ホワイトＳ
WHITE
ME044792ホワイトＭ

ME044808ホワイトＬ

ME044815ホワイトXL

GRAY
ME044822 グレーＳ

ME044839 グレーM

ME044846 グレーL

ME044853 グレーXL

NAVY
ME044860 ネイビーＳ

ME044877 ネイビーM

ME044884 ネイビーL

ME044891 ネイビーXL

Mサイズ着用イメージ︓
モデル身長︓176㎝

Ｓサイズ着用イメージ︓
モデル身長︓161㎝

裾部分のUS織タグもポイントです。 首まわりがすっきりのプリントタグ

【サイズ目安】 着丈 身巾 肩幅 袖丈

Ｓ 68 43 41 19
Ｍ 70 49 46 20
Ｌ 74 53 51 21

ＬＬ 77 59 56 22

生地:USAコットン
縫製︓日本

STANDARD
T-SHIRTS



UMBRELLA

LONG8
品番を指定してくださいマーキュリーアンブレラロング８

各¥2,900+（税）
親骨の長さ65cm 全長91㎝
単位:6（色アソート）  カートン:30◇

【耐風性】グラスファイバーでできている親骨の材料は、傘の内側で受ける風の衝撃を和ら
　　　　　げてくれます 。
【撥水性】高密度で防水性の高い布地を利用しています。撥水性に優れているので軽くふる
　　　　　だけで雨水が落ち、電車内等の公共の場で便利です。
【自動開き】片手で操作ができるワンタッチ仕様で簡単に開ける事ができます。片手で操作
　　　　　ができるので、手荷物がある時でもスマートにお使い頂けます。

【大型サイズ】親骨の長さが65cm、
開くとき直径が112cmの大型サイズ

ベルト部分にマーキュリーの
デザインが施されています。

全長91㎝

直径110㎝

親骨の長さ
65㎝

MEUML8BK ブラックMEUML8RD レッド

※通常の条件と異なりますので、
各営業担当に事前に御確認下さい。

MEUML8BL ブルー

MEUML8KH カーキ

MEUMF8BK ブラック

MEUMF8RD レッド

MEUMF8BL ブルー

MEUMF8KH カーキ

FOLDABLE LONG8
品番を指定してください

マーキュリーアンブレラフォルダブル８
各¥3,200+（税）
親骨の長さ58cm 全長59㎝(収納時25㎝）
単位:4（色アソート）  カートン:50◇ ※通常の条件と異なりますので、

各営業担当に事前に御確認下さい。

大き目サイズのポータブルアンブレラ。ポキポキと骨をはめなくても一度で開く骨を採用しております。
開閉もスムーズで、簡単にコンパクトに収納できます。グリップ部分は樹脂素材を使用しておりしっか
りと持ちやすい仕様となっております。

ベルト部分にマーキュリーの
デザインが施されています。

全長59㎝
収納時25㎝

直径97㎝

親骨の長さ
58㎝

重量約235g

BACK PRINT

BACK PRINT

BACK PRINT

BACK PRINT

BACK PRINT

BACK PRINT

BACK PRINT

BACK PRINT

1772019-20 Autumn & Winter
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品番を指定してください

TIN SIGN

ME045270  RED BUCKET
¥1,600+（税）W21×L32.4cm

ME045287  TRUCK
¥2,200+（税）W40.7×L28.4cm

ME045294  HOT ROD BUILDER
¥2,200+（税）W45.7×L25.6cm

ME045300 WORKER Mr.T
¥1,800+（税）W21.4×L27.8cm

ME045317  MAILBOX
¥2,400+（税）W45.7×L32.8cm

ME045324  RED TAG
¥2,400+（税）W51.1×L26.2cm

2020ss

マーキュリー
デザインプレート
各¥1,200+（税）
W30×D0.5×L15cm
単位:1  カートン:20

MEDEPLCA CALIFORNIA 

MEDEPLWH WHOLESALEMEDEPLLA LAX

DESIGN PLATE

マーキュリー
ティンサイン
単位:1  カートン:24
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