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品番 商品名
2-10 のし紙 B6判 祝 京 370\ （税込\407) \420 （税込\462)
2-14 のし紙 ⾖判4号 祝 京 270\ （税込\297) \310 （税込\341)
2-15 のし紙 ⾖判5号 祝 京 270\ （税込\297) \310 （税込\341)
2-16 のし紙 ⾖判6号 祝 京 270\ （税込\297) \310 （税込\341)
2-17 のし紙 ⾖判7号 祝 京 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
2-18 のし紙 ⾖判8号 祝 京 320\ （税込\352) \360 （税込\396)
2-36 のし紙 ⾖判6号 蓮 京 270\ （税込\297) \310 （税込\341)
2-37 のし紙 ⾖判7号 蓮 京 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
2-38 のし紙 ⾖判8号 蓮 京 320\ （税込\352) \360 （税込\396)
2-40 のし紙 B6判 銀蓮 京 370\ （税込\407) \420 （税込\462)
2-56 のし紙 ⾖判6号 ⻩⽔引 京 270\ （税込\297) \310 （税込\341)
2-57 のし紙 ⾖判7号 ⻩⽔引 京 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
2-58 のし紙 ⾖判8号 ⻩⽔引 京 320\ （税込\352) \360 （税込\396)

2-200 のし紙 A3判 祝 京 1,470\ （税込\1,617) \1,680 （税込\1,848)
2-202 のし紙 中杉判 祝 京 1,470\ （税込\1,617) \1,680 （税込\1,848)
2-203 のし紙 みの判 祝 京 1,020\ （税込\1,122) \1,150 （税込\1,265)
2-204 のし紙 B4判 祝 京 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
2-205 のし紙 半紙判 祝 京 720\ （税込\792) \810 （税込\891)
2-206 のし紙 A4判 祝 京 660\ （税込\726) \750 （税込\825)
2-207 のし紙 本中判 祝 京 570\ （税込\627) \650 （税込\715)
2-208 のし紙 B5判 祝 京 480\ （税込\528) \540 （税込\594)
2-209 のし紙 A5判 祝 京 420\ （税込\462) \480 （税込\528)
2-210 のし紙 A3判 五本結切 京 1,470\ （税込\1,617) \1,680 （税込\1,848)
2-214 のし紙 B4判 五本結切 京 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
2-216 のし紙 A4判 五本結切 京 660\ （税込\726) \750 （税込\825)
2-218 のし紙 B5判 五本結切 京 480\ （税込\528) \540 （税込\594)
2-219 のし紙 A5判 五本結切 京 420\ （税込\462) \480 （税込\528)
2-220 のし紙 A3判 蓮 京 1,470\ （税込\1,617) \1,680 （税込\1,848)
2-222 のし紙 中杉判 蓮 京 1,470\ （税込\1,617) \1,680 （税込\1,848)
2-223 のし紙 みの判 蓮 京 1,020\ （税込\1,122) \1,150 （税込\1,265)
2-224 のし紙 B4判 蓮 京 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
2-225 のし紙 半紙判 蓮 京 720\ （税込\792) \810 （税込\891)
2-226 のし紙 A4判 蓮 京 660\ （税込\726) \750 （税込\825)
2-227 のし紙 本中判 蓮 京 570\ （税込\627) \650 （税込\715)
2-228 のし紙 B5判 蓮 京 480\ （税込\528) \540 （税込\594)
2-229 のし紙 A5判 蓮 京 420\ （税込\462) \480 （税込\528)
2-240 のし紙 A3判 ⻩⽔引 京 1,470\ （税込\1,617) \1,680 （税込\1,848)
2-242 のし紙 中杉判 ⻩⽔引 京 1,470\ （税込\1,617) \1,680 （税込\1,848)
2-243 のし紙 みの判 ⻩⽔引 京 1,020\ （税込\1,122) \1,150 （税込\1,265)
2-244 のし紙 B4判 ⻩⽔引 京 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
2-245 のし紙 半紙判 ⻩⽔引 京 720\ （税込\792) \810 （税込\891)
2-246 のし紙 A4判 ⻩⽔引 京 660\ （税込\726) \750 （税込\825)
2-247 のし紙 本中判 ⻩⽔引 京 570\ （税込\627) \650 （税込\715)
2-248 のし紙 B5判 ⻩⽔引 京 480\ （税込\528) \540 （税込\594)
2-249 のし紙 A5判 ⻩⽔引 京 420\ （税込\462) \480 （税込\528)
2-270 のし紙 A3判 銀蓮 京 1,470\ （税込\1,617) \1,680 （税込\1,848)
2-272 のし紙 中杉判 銀蓮 京 1,470\ （税込\1,617) \1,680 （税込\1,848)
2-273 のし紙 みの判 銀蓮 京 1,020\ （税込\1,122) \1,150 （税込\1,265)
2-274 のし紙 B4判 銀蓮 京 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
2-275 のし紙 半紙判 銀蓮 京 720\ （税込\792) \810 （税込\891)
2-276 のし紙 A4判 銀蓮 京 660\ （税込\726) \750 （税込\825)
2-277 のし紙 本中判 銀蓮 京 570\ （税込\627) \650 （税込\715)
2-278 のし紙 B5判 銀蓮 京 480\ （税込\528) \540 （税込\594)
2-279 のし紙 A5判 銀蓮 京 420\ （税込\462) \480 （税込\528)
2-280 のし紙 A3判 銀蓮 志 京 1,470\ （税込\1,617) \1,680 （税込\1,848)
2-283 のし紙 みの判 銀蓮 志 京 1,020\ （税込\1,122) \1,150 （税込\1,265)
2-284 のし紙 B4判 銀蓮 志 京 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
2-285 のし紙 半紙判 銀蓮 志 京 720\ （税込\792) \810 （税込\891)
2-286 のし紙 A4判 銀蓮 志 京 660\ （税込\726) \750 （税込\825)
2-287 のし紙 本中判 銀蓮 志 京 570\ （税込\627) \650 （税込\715)
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2-288 のし紙 B5判 銀蓮 志 京 480\ （税込\528) \540 （税込\594)
2-365 のし紙 横⻑⼩ ⼗本結切 京 940\ （税込\1,034) \1,100 （税込\1,210)
2-366 のし紙 横⻑中 ⼗本結切 京 1,260\ （税込\1,386) \1,450 （税込\1,595)
2-375 のし紙 横⻑⼩ 祝 京 940\ （税込\1,034) \1,100 （税込\1,210)
2-376 のし紙 横⻑中 祝 京 1,260\ （税込\1,386) \1,450 （税込\1,595)
2-377 のし紙 横⻑⼤ 祝 京 2,000\ （税込\2,200) \2,300 （税込\2,530)
2-385 のし紙 横⻑⼩ ⻩⽔引 京 940\ （税込\1,034) \1,100 （税込\1,210)
2-386 のし紙 横⻑中 ⻩⽔引 京 1,260\ （税込\1,386) \1,450 （税込\1,595)
2-395 のし紙 横⻑⼩ 銀蓮 京 940\ （税込\1,034) \1,100 （税込\1,210)
2-396 のし紙 横⻑中 銀蓮 京 1,260\ （税込\1,386) \1,450 （税込\1,595)
2-510 のし紙 A3判 五本結切 のし無し 京 1,470\ （税込\1,617) \1,680 （税込\1,848)
2-514 のし紙 B4判 五本結切 のし無し 京 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
2-516 のし紙 A4判 五本結切 のし無し 京 660\ （税込\726) \750 （税込\825)
2-518 のし紙 B5判 五本結切 のし無し 京 480\ （税込\528) \540 （税込\594)
2-519 のし紙 A5判 五本結切 のし無し 京 420\ （税込\462) \480 （税込\528)
2-610 のし紙 A3判 蓮柄なし 京 1,470\ （税込\1,617) \1,680 （税込\1,848)
2-614 のし紙 B4判 蓮柄なし 京 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
2-616 のし紙 A4判 蓮柄なし 京 660\ （税込\726) \750 （税込\825)
2-618 のし紙 B5判 蓮柄なし 京 480\ （税込\528) \540 （税込\594)
2-670 のし紙 B6判 ⾚棒 京 320\ （税込\352) \370 （税込\407)
2-676 のし紙 ⾖判6号 ⾚棒 京 250\ （税込\275) \290 （税込\319)
2-677 のし紙 ⾖判7号 ⾚棒 京 290\ （税込\319) \330 （税込\363)
2-678 のし紙 ⾖判8号 ⾚棒 京 310\ （税込\341) \350 （税込\385)
2-700 のし紙 A3判 ⼗本結切 京 1,550\ （税込\1,705) \1,750 （税込\1,925)
2-702 のし紙 中杉判 ⼗本結切 京 1,550\ （税込\1,705) \1,750 （税込\1,925)
2-703 のし紙 みの判 ⼗本結切 京 1,070\ （税込\1,177) \1,200 （税込\1,320)
2-704 のし紙 B4判 ⼗本結切 京 940\ （税込\1,034) \1,100 （税込\1,210)
2-705 のし紙 半紙判 ⼗本結切 京 770\ （税込\847) \870 （税込\957)
2-706 のし紙 A4判 ⼗本結切 京 710\ （税込\781) \800 （税込\880)
2-707 のし紙 本中判 ⼗本結切 京 640\ （税込\704) \720 （税込\792)
2-708 のし紙 B5判 ⼗本結切 京 570\ （税込\627) \650 （税込\715)
2-709 のし紙 A5判 ⼗本結切 京 480\ （税込\528) \540 （税込\594)
2-710 のし紙 B6判 ⼗本結切 京 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
2-718 のし紙 ⾖判8号 ⼗本結切 京 370\ （税込\407) \420 （税込\462)
2-726 のし紙 A4判 ⼗本結切 ⿊寿 京 710\ （税込\781) \800 （税込\880)
2-900 のし紙 A3判 祝 御中元 京 1,470\ （税込\1,617) \1,900 （税込\2,090)
2-902 のし紙 中杉判 祝 御中元 京 1,470\ （税込\1,617) \1,900 （税込\2,090)
2-903 のし紙 みの判 祝 御中元 京 1,020\ （税込\1,122) \1,300 （税込\1,430)
2-904 のし紙 B4判 祝 御中元 京 880\ （税込\968) \1,100 （税込\1,210)
2-905 のし紙 半紙判 祝 御中元 京 720\ （税込\792) \900 （税込\990)
2-906 のし紙 A4判 祝 御中元 京 660\ （税込\726) \820 （税込\902)
2-908 のし紙 B5判 祝 御中元 京 480\ （税込\528) \600 （税込\660)
2-910 のし紙 A3判 祝 御歳暮 京 1,470\ （税込\1,617) \1,900 （税込\2,090)
2-912 のし紙 中杉判 祝 御歳暮 京 1,470\ （税込\1,617) \1,900 （税込\2,090)
2-913 のし紙 みの判 祝 御歳暮 京 1,020\ （税込\1,122) \1,300 （税込\1,430)
2-914 のし紙 B4判 祝 御歳暮 京 880\ （税込\968) \1,100 （税込\1,210)
2-915 のし紙 半紙判 祝 御歳暮 京 720\ （税込\792) \900 （税込\990)
2-916 のし紙 A4判 祝 御歳暮 京 660\ （税込\726) \820 （税込\902)
2-918 のし紙 B5判 祝 御歳暮 京 480\ （税込\528) \600 （税込\660)
2-923 のし紙 みの判 祝 御年賀 京 1,020\ （税込\1,122) \1,300 （税込\1,430)
2-925 のし紙 半紙判 祝 御年賀 京 720\ （税込\792) \900 （税込\990)

2-1300 ケース⼊のし紙 A3判 祝 京 1,650\ （税込\1,815) \2,100 （税込\2,310)
2-1301 ケース⼊のし紙 ⼤杉判 祝 京 3,250\ （税込\3,575) \4,100 （税込\4,510)
2-1302 ケース⼊のし紙 中杉判 祝 京 1,650\ （税込\1,815) \2,100 （税込\2,310)
2-1303 ケース⼊のし紙 みの判 祝 京 1,200\ （税込\1,320) \1,500 （税込\1,650)
2-1304 ケース⼊のし紙 B4判 祝 京 1,000\ （税込\1,100) \1,250 （税込\1,375)
2-1305 ケース⼊のし紙 半紙判 祝 京 830\ （税込\913) \1,050 （税込\1,155)
2-1306 ケース⼊のし紙 A4判 祝 京 750\ （税込\825) \940 （税込\1,034)
2-1308 ケース⼊のし紙 B5判 祝 京 560\ （税込\616) \700 （税込\770)
2-1309 ケース⼊のし紙 A5判 祝 京 450\ （税込\495) \570 （税込\627)
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3-400 のし紙 A3判 祝 ⼭ 1,340\ （税込\1,474) \1,550 （税込\1,705)
3-402 のし紙 中杉判 祝 ⼭ 1,340\ （税込\1,474) \1,550 （税込\1,705)
3-403 のし紙 みの判 祝 ⼭ 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
3-404 のし紙 B4判 祝 ⼭ 770\ （税込\847) \870 （税込\957)
3-405 のし紙 半紙判 祝 ⼭ 640\ （税込\704) \720 （税込\792)
3-406 のし紙 A4判 祝 ⼭ 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
3-407 のし紙 本中判 祝 ⼭ 510\ （税込\561) \580 （税込\638)
3-408 のし紙 B5判 祝 ⼭ 450\ （税込\495) \520 （税込\572)
3-409 のし紙 A5判 祝 ⼭ 370\ （税込\407) \420 （税込\462)
3-420 のし紙 A3判 蓮 ⼭ 1,340\ （税込\1,474) \1,550 （税込\1,705)
3-422 のし紙 中杉判 蓮 ⼭ 1,340\ （税込\1,474) \1,550 （税込\1,705)
3-423 のし紙 みの判 蓮 ⼭ 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
3-424 のし紙 B4判 蓮 ⼭ 770\ （税込\847) \870 （税込\957)
3-425 のし紙 半紙判 蓮 ⼭ 640\ （税込\704) \720 （税込\792)
3-426 のし紙 A4判 蓮 ⼭ 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
3-427 のし紙 本中判 蓮 ⼭ 510\ （税込\561) \580 （税込\638)
3-428 のし紙 B5判 蓮 ⼭ 450\ （税込\495) \520 （税込\572)
3-429 のし紙 A5判 蓮 ⼭ 370\ （税込\407) \420 （税込\462)
3-440 のし紙 A3判 ⻩⽔引 ⼭ 1,340\ （税込\1,474) \1,550 （税込\1,705)
3-442 のし紙 中杉判 ⻩⽔引 ⼭ 1,340\ （税込\1,474) \1,550 （税込\1,705)
3-443 のし紙 みの判 ⻩⽔引 ⼭ 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
3-444 のし紙 B4判 ⻩⽔引 ⼭ 770\ （税込\847) \870 （税込\957)
3-445 のし紙 半紙判 ⻩⽔引 ⼭ 640\ （税込\704) \720 （税込\792)
3-446 のし紙 A4判 ⻩⽔引 ⼭ 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
3-447 のし紙 本中判 ⻩⽔引 ⼭ 510\ （税込\561) \580 （税込\638)
3-448 のし紙 B5判 ⻩⽔引 ⼭ 450\ （税込\495) \520 （税込\572)
3-449 のし紙 A5判 ⻩⽔引 ⼭ 370\ （税込\407) \420 （税込\462)
3-460 のし紙 A3判 ⼗本結切 ⼭ 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
3-464 のし紙 B4判 ⼗本結切 ⼭ 830\ （税込\913) \940 （税込\1,034)
3-466 のし紙 A4判 ⼗本結切 ⼭ 660\ （税込\726) \750 （税込\825)
3-468 のし紙 B5判 ⼗本結切 ⼭ 500\ （税込\550) \580 （税込\638)
3-469 のし紙 A5判 ⼗本結切 ⼭ 410\ （税込\451) \480 （税込\528)
3-480 のし紙 A3判 五本結切 ⼭ 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
3-483 のし紙 みの判 五本結切 ⼭ 940\ （税込\1,034) \1,100 （税込\1,210)
3-484 のし紙 B4判 五本結切 ⼭ 830\ （税込\913) \940 （税込\1,034)
3-485 のし紙 半紙判 五本結切 ⼭ 700\ （税込\770) \800 （税込\880)
3-486 のし紙 A4判 五本結切 ⼭ 660\ （税込\726) \750 （税込\825)
3-487 のし紙 本中判 五本結切 ⼭ 560\ （税込\616) \640 （税込\704)
3-488 のし紙 B5判 五本結切 ⼭ 500\ （税込\550) \580 （税込\638)
3-489 のし紙 A5判 五本結切 ⼭ 410\ （税込\451) \480 （税込\528)
3-513 のし紙 みの判 五本結切 のし無し ⼭ 1,020\ （税込\1,122) \1,150 （税込\1,265)
3-515 のし紙 半紙判 五本結切 のし無し ⼭ 730\ （税込\803) \830 （税込\913)
3-517 のし紙 本中判 五本結切 のし無し ⼭ 570\ （税込\627) \650 （税込\715)
3-605 のし紙 半紙判 ⾚棒 ⼭ 630\ （税込\693) \720 （税込\792)
3-607 のし紙 本中判 ⾚棒 ⼭ 500\ （税込\550) \580 （税込\638)
4-113 新のし紙 みの判 2,000\ （税込\2,200) \2,260 （税込\2,486)
4-413 のし紙 祝上棟 みの判 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)

4-1000 和柄⽤紙 和ごころ 桃紗綾雲 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1001 和柄⽤紙 和ごころ ⻘紗綾雲 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1003 和柄⽤紙 和ごころ A4判 紅葉 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1005 和柄⽤紙 和ごころ A4判 桜 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1008 和柄⽤紙 和ごころ A4判 やまぶき 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1011 和柄⽤紙 和ごころ A4判 雪の結晶 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1012 和柄⽤紙 和ごころ 舞桜 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1013 和柄⽤紙 和ごころ A4判 重ね和紙桃 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1015 和柄⽤紙 和ごころ A4判 朝顔 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1016 和柄⽤紙 和ごころ A4判 ⽩つめ草 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1020 和柄⽤紙 和ごころ A4判 枝桜 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1021 和柄⽤紙 和ごころ A4判 ⾦⿂ 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1022 和柄⽤紙 和ごころ A4判 枝紅葉 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
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4-1023 和柄⽤紙 和ごころ A4判 松⽵梅 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1026 和柄⽤紙 和ごころ A4判 四つ葉 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1027 和柄⽤紙 和ごころ A4判 ⽔⽟ 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1030 和柄⽤紙 和ごころ 彩桜 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1031 和柄⽤紙 和ごころ A4判 菜の花 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1032 和柄⽤紙 和ごころ 紫陽花 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1033 和柄⽤紙 和ごころ A4判 ひまわり 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1035 和柄⽤紙 和ごころ A4判 落ち葉 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1037 和柄⽤紙 和ごころ A4判 折り鶴 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1040 和柄⽤紙 和ごころ A4判 桃⾊市松 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1041 和柄⽤紙 和ごころ A4判 ⻘⾊市松 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1042 和柄⽤紙 和ごころ A4判 ⿇の葉 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1043 和柄⽤紙 和ごころ A4判 花七宝 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1045 和柄⽤紙 和ごころ A4判 ⾦⾊桜 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1046 和柄⽤紙 和ごころ A4判 鞠遊び 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1047 和柄⽤紙 和ごころ A4判 華まどか 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1048 和柄⽤紙 和ごころ A4判 祝松 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-1105 和柄⽤紙 和ごころ はがきｻｲｽﾞ 桜 220\ （税込\242) \260 （税込\286)
4-1113 和柄⽤紙 和ごころ はがきｻｲｽﾞ 重ね和紙桃 220\ （税込\242) \260 （税込\286)
4-1116 和柄⽤紙 和ごころ はがきｻｲｽﾞ ⽩つめ草 220\ （税込\242) \260 （税込\286)
4-1120 和柄⽤紙 和ごころ はがきｻｲｽﾞ 枝桜 220\ （税込\242) \260 （税込\286)
4-1123 和柄⽤紙 和ごころ はがきｻｲｽﾞ 松⽵梅 220\ （税込\242) \260 （税込\286)
4-1127 和柄⽤紙 和ごころ はがきｻｲｽﾞ ⽔⽟ 220\ （税込\242) \260 （税込\286)
4-1300 洋柄⽤紙 フラール はがきｻｲｽﾞ ロージー 220\ （税込\242) \260 （税込\286)
4-1301 洋柄⽤紙 フラール はがきｻｲｽﾞ レース 220\ （税込\242) \260 （税込\286)
4-1302 洋柄⽤紙 フラール はがきｻｲｽﾞ ｱﾝﾃｨｰｸ 220\ （税込\242) \260 （税込\286)
4-1303 洋柄⽤紙 フラール はがきｻｲｽﾞ ハートフル 220\ （税込\242) \260 （税込\286)
4-1304 洋柄⽤紙 フラール はがきｻｲｽﾞ フラワリー 220\ （税込\242) \260 （税込\286)
4-1305 洋柄⽤紙 フラール はがきｻｲｽﾞ グリーンズ 220\ （税込\242) \260 （税込\286)
4-1905 和柄⽤紙 和ごころ A4判 桜 100P 2,200\ （税込\2,420) \2,700 （税込\2,970)
4-1912 和柄⽤紙 和ごころ A4判 舞桜 100P 2,200\ （税込\2,420) \2,700 （税込\2,970)
4-1916 和柄⽤紙 和ごころ A4判 ⽩つめ草 100P 2,200\ （税込\2,420) \2,700 （税込\2,970)
4-1920 和柄⽤紙 和ごころ A4判 枝桜 100P 2,200\ （税込\2,420) \2,700 （税込\2,970)
4-1926 和柄⽤紙 和ごころ A4判 四つ葉 100P 2,200\ （税込\2,420) \2,700 （税込\2,970)
4-1927 和柄⽤紙 和ごころ A4判 ⽔⽟ 100P 2,200\ （税込\2,420) \2,700 （税込\2,970)
4-1930 和柄⽤紙 和ごころ A4判 彩桜 100P 2,200\ （税込\2,420) \2,700 （税込\2,970)
4-3000 デザインペーパーフラール ロージー 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-3001 デザインペーパーフラール ガーデン 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-3002 デザインペーパーフラール チューリップ 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-3003 デザインペーパーフラール アイビー 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-3005 デザインペーパーフラール フラワリー 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-3006 デザインペーパーフラール レース 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-3007 デザインペーパーフラール グリーンズ 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-3008 デザインペーパーフラール ハートフル 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-3013 デザインペーパーフラール アンティーク 350\ （税込\385) \420 （税込\462)
4-8500 デザインペーパー フラールセット 28,000\ （税込\30,800) \33,600 （税込\36,960)
4-8700 和ごころはがきセット ディスプレイ付 13,200\ （税込\14,520) \15,600 （税込\17,160)
4-8710 フラールはがきセット ディスプレイ付 13,200\ （税込\14,520) \15,600 （税込\17,160)
4-8800 和柄⽤紙 和ごころセット 28,000\ （税込\30,800) \33,600 （税込\36,960)
4-8840 和柄⽤紙 和ごころセット 28,000\ （税込\30,800) \33,600 （税込\36,960)

5-52 ギフト⽤のし袋 祝セット まごころ 180\ （税込\198) \220 （税込\242)
5-99 内祝袋 三⾓ 胡⿇塩⼊れ⽤ 90\ （税込\99) \110 （税込\121)

5-152 ギフト⽤のし袋 祝セット まごころ 310\ （税込\341) \380 （税込\418)
5-410 三⾓くじ ⼩槌 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
5-411 三⾓くじ ラッキーチャンス 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
5-426 三⾓くじ ダルマ 1,650\ （税込\1,815) \1,900 （税込\2,090)
5-450 三⾓くじ ⼩槌 ⼿貼り 等級なし 6,600\ （税込\7,260) \7,500 （税込\8,250)
5-530 三⾓くじ 機械貼り 福引券 特賞 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-531 三⾓くじ 機械貼り 福引券 1等 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-532 三⾓くじ 機械貼り 福引券 2等 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
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5-533 三⾓くじ 機械貼り 福引券 3等 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-534 三⾓くじ 機械貼り 福引券 4等 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-535 三⾓くじ 機械貼り 福引券 5等 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-536 三⾓くじ 機械貼り 福引券 あたり 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
5-537 三⾓くじ 機械貼り 福引券 はずれ 2,600\ （税込\2,860) \3,000 （税込\3,300)
5-538 三⾓くじ 機械貼り 福引券 残念賞 2,600\ （税込\2,860) \3,000 （税込\3,300)
5-550 三⾓くじ 機械貼り（？）特賞 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-551 三⾓くじ 機械貼り（？）1等 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-552 三⾓くじ 機械貼り（？）2等 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-553 三⾓くじ 機械貼り（？）3等 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-554 三⾓くじ 機械貼り（？）4等 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-555 三⾓くじ 機械貼り（？）5等 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-556 三⾓くじ 機械貼り（？）当り 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
5-557 三⾓くじ 機械貼り（？）ハズレ 2,600\ （税込\2,860) \3,000 （税込\3,300)
5-558 三⾓くじ 機械貼り（？）残念賞 2,600\ （税込\2,860) \3,000 （税込\3,300)
5-559 三⾓くじ 機械貼り（？）参加賞 2,600\ （税込\2,860) \3,000 （税込\3,300)
5-560 三⾓くじ 機械貼り（？）A賞 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-561 三⾓くじ 機械貼り（？）B賞 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-562 三⾓くじ 機械貼り（？）C賞 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-563 三⾓くじ 機械貼り（？）D賞 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-564 三⾓くじ 機械貼り（？）E賞 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-565 三⾓くじ 機械貼り（？）F賞 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-569 三⾓くじ 機械貼り（？）無字 2,600\ （税込\2,860) \3,000 （税込\3,300)
5-613 デザインくじ アニマル 1,650\ （税込\1,815) \1,900 （税込\2,090)
5-616 デザインくじ エレガンス 1,650\ （税込\1,815) \1,900 （税込\2,090)
5-701 粗品袋 ⾚棒 4,600\ （税込\5,060) \5,200 （税込\5,720)
5-706 三⾓くじ 機械貼り（？）6等 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-707 三⾓くじ 機械貼り（？）7等 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-708 三⾓くじ 機械貼り（？）8等 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-709 三⾓くじ 機械貼り（？）9等 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-710 三⾓くじ 機械貼り（？）10等 160\ （税込\176) \180 （税込\198)
5-720 スッキリくじ 特賞 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-721 スッキリくじ 1等 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-722 スッキリくじ 2等 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-723 スッキリくじ 3等 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-724 スッキリくじ 4等 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-725 スッキリくじ 5等 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-726 スッキリくじ 当り 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
5-727 スッキリくじ ハズレ 640\ （税込\704) \740 （税込\814)
5-728 スッキリくじ 残念賞 640\ （税込\704) \740 （税込\814)
5-729 スッキリくじ 参加賞 640\ （税込\704) \740 （税込\814)
5-730 スッキリくじ A賞 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-731 スッキリくじ B賞 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-732 スッキリくじ C賞 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-733 スッキリくじ D賞 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-734 スッキリくじ E賞 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-735 スッキリくじ F賞 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-739 スッキリくじ 無字 640\ （税込\704) \740 （税込\814)
5-746 スッキリくじ 6等 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-747 スッキリくじ 7等 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-748 スッキリくじ 8等 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-749 スッキリくじ 9等 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-750 スッキリくじ 10等 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-756 スッキリくじ G賞 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-757 スッキリくじ H賞 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-758 スッキリくじ I賞 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-759 スッキリくじ J賞 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-810 デザインくじ ⼩槌（こづち） 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
5-811 デザインくじ ラッキーチャンス 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
5-813 デザインくじ アニマル 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
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5-816 デザインくじ エレガンス 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
5-830 のり付きくじ ⼩槌（こづち） 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
5-831 のり付きくじ ピエロ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)

5-1010 のし袋 特万型 祝 無字 上質紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
5-1087 のし袋 五型 ⽩ 無字 仙貨紙 70\ （税込\77) \90 （税込\99)
5-1095 鯛塩袋 ⾓型 胡⿇塩⼊れ⽤ 80\ （税込\88) \90 （税込\99)
5-1405 のし袋 ⾓型 祝 無字 上質紙 80\ （税込\88) \90 （税込\99)
5-1606 ⼤⼊袋 ⾓型 上質紙 80\ （税込\88) \90 （税込\99)
5-1607 ⼤⼊袋 五型 上質紙 90\ （税込\99) \100 （税込\110)
5-1608 ⼤⼊袋 千型 上質紙 110\ （税込\121) \130 （税込\143)
5-1609 多当のし袋 百型 祝 無字 上質紙 200\ （税込\220) \220 （税込\242)
5-2301 のし袋 万型 祝 無字 上質紙 140\ （税込\154) \160 （税込\176)
5-2307 のし袋 五型 祝 無字 上質紙 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
5-2308 のし袋 千型 祝 無字 上質紙 130\ （税込\143) \150 （税込\165)
5-2309 のし袋 百型 祝 無字 上質紙 150\ （税込\165) \170 （税込\187)
5-2571 のし袋 万型 ⽩ 無字 上質紙 140\ （税込\154) \160 （税込\176)
5-2578 のし袋 千型 ⽩ 無字 上質紙 130\ （税込\143) \150 （税込\165)
5-2581 のし袋 万型 ⽩ 無字 仙貨紙 120\ （税込\132) \140 （税込\154)
5-2610 多当のし袋 祝 無字 奉書紙 70\ （税込\77) \90 （税込\99)
5-2611 多当のし袋 祝 御祝 奉書紙 70\ （税込\77) \90 （税込\99)
5-2616 多当のし袋 御⾒舞 奉書紙 70\ （税込\77) \90 （税込\99)
5-2701 特上のし袋 万型 祝 無字 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
5-2702 特上のし袋 万型 のしなし 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
5-2703 特上のし袋 万型 ⾚枠 御⾒舞 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
5-2719 特上のし袋 万型 ⾚棒 無字 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
5-2781 特上のし袋 万型 ⽩ 無字 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
5-2791 特上のし袋 万型 祝 御祝 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
5-2793 特上のし袋 万型 五⾊⽔引 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
5-2794 特上のし袋 万型 ⾚棒 御礼 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
5-2796 特上のし袋 万型 七本結切 無字 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
5-2797 特上のし袋 万型 ⾚棒 御餞別 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
5-2807 特上のし袋 五型 祝 無字 奉書紙 130\ （税込\143) \150 （税込\165)
5-2887 特上のし袋 五型 ⽩ 無字 奉書紙 130\ （税込\143) \150 （税込\165)
5-3232 スリム多当 花きらり ご⼊学おめでとう ⼥ 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3233 スリム多当 花きらり ご⼊学おめでとう 男 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3235 スリム多当 花きらり ご⼊学お祝 ⼥ 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3236 スリム多当 花きらり ご⼊学お祝 男 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3272 スリム多当 花きらり お祝 ⼥ 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3273 スリム多当 花きらり お祝 男 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3275 スリム多当 花きらり おめでとうございます 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3276 スリム多当 花きらり お⾒舞 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3310 スリム多当 花きらり ご出産おめでとう ⼥ 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3311 スリム多当 花きらり ご出産おめでとう 男 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3750 のし袋 和ごころ 五型 桜 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3751 のし袋 和ごころ 五型 ⽩つめ草 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3760 のし袋 和ごころ 万型 桜 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3761 のし袋 和ごころ 万型 ⽩つめ草 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3762 のし袋 和ごころ 万型 重ね和紙桃 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3765 のし袋 和ごころ 万型 松⽵梅 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3860 のし袋 縁起もん 五型 鯛（たい） 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3862 のし袋 縁起もん 五型 兎（うさぎ） 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3868 のし袋 縁起もん 五型 梟（ふくろう） 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3870 のし袋 縁起もん 五型 富⼠⼭ ふじさん 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3871 のし袋 縁起もん 五型 達磨 だるま 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3872 のし袋 縁起もん 五型 ふくら雀 ふくらすず 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3873 のし袋 縁起もん 五型 鯉 こい 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3875 のし袋 縁起もん 五型 招き猫 まねきねこ 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3880 のし袋 縁起もん 万型 鯛（たい） 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3882 のし袋 縁起もん 万型 兎（うさぎ） 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3888 のし袋 縁起もん 万型 梟（ふくろう） 200\ （税込\220) \230 （税込\253)



7/38 2022/8/1

品番 商品名 現⾏価格 新価格

2022年8⽉1⽇から 「改定」メーカー希望⼩売価格表

5-3890 のし袋 縁起もん 万型 富⼠⼭ ふじさん 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3891 のし袋 縁起もん 万型 達磨 だるま 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3892 のし袋 縁起もん 万型 ふくら雀 ふくらすず 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3893 のし袋 縁起もん 万型 鯉 こい 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-3895 のし袋 縁起もん 万型 招き猫 まねきねこ 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
5-5500 五⾊のし袋 紋 万型 ⽩ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
5-5501 五⾊のし袋 紋 万型 ⾚ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
5-5502 五⾊のし袋 紋 万型 ⻩ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
5-5503 五⾊のし袋 紋 万型 ⻘ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
5-5505 五⾊のし袋 紋 万型 紫 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
5-8161 縁起もん ディスプレイ付五型セット 8,000\ （税込\8,800) \9,200 （税込\10,120)
5-8181 縁起もん ディスプレイ付万型セット 8,000\ （税込\8,800) \9,200 （税込\10,120)
5-8253 スリム多当 花きらりディスプレイ付セット 12,000\ （税込\13,200) \13,800 （税込\15,180)
5-8805 五⾊のし袋セット 紋 万型 9,000\ （税込\9,900) \10,500 （税込\11,550)
6-1177 のし袋 五型 ⻩棒 御布施 仙貨紙 70\ （税込\77) \90 （税込\99)
6-1689 多当のし袋 百型 仏 御霊前 上質紙 200\ （税込\220) \220 （税込\242)
6-1692 多当のし袋 百型 仏 御佛前 上質紙 200\ （税込\220) \220 （税込\242)
6-2310 のし袋 万型 蓮 無字 上質紙 140\ （税込\154) \160 （税込\176)
6-2370 のし袋 五型 蓮 無字 上質紙 100\ （税込\110) \120 （税込\132)
6-2380 のし袋 千型 蓮 無字 上質紙 130\ （税込\143) \150 （税込\165)
6-2390 のし袋 百型 蓮 無字 上質紙 150\ （税込\165) \170 （税込\187)
6-2391 のし袋 百型 蓮 御霊前 上質紙 150\ （税込\165) \170 （税込\187)
6-2392 のし袋 百型 蓮 御佛前 上質紙 150\ （税込\165) \170 （税込\187)
6-2393 のし袋 百型 蓮 御⾹奠 上質紙 150\ （税込\165) \170 （税込\187)
6-2581 のし袋 万型 ⻩⽔引 無字 上質紙 140\ （税込\154) \160 （税込\176)
6-2680 多当のし袋 仏 無字 奉書紙 70\ （税込\77) \90 （税込\99)
6-2681 多当のし袋 仏 御霊前 奉書紙 70\ （税込\77) \90 （税込\99)
6-2682 多当のし袋 仏 御佛前 奉書紙 70\ （税込\77) \90 （税込\99)
6-2683 多当のし袋 仏 御布施 奉書紙 70\ （税込\77) \90 （税込\99)
6-2741 特上のし袋 万型 ⻩⽔引 御佛前 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
6-2761 特上のし袋 万型 ⻩⽔引 無字 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
6-2770 特上のし袋 万型 仏 無字 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
6-2771 特上のし袋 万型 ⻩枠 御布施 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
6-2788 特上のし袋 万型 仏 御霊前 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
6-2792 特上のし袋 万型 仏 御佛前 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
6-2793 特上のし袋 万型 仏 御⾹奠 奉書紙 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
6-2877 特上のし袋 五型 ⻩枠 御布施 奉書紙 130\ （税込\143) \150 （税込\165)
6-5090 特選多当のし袋 御霊前 110\ （税込\121) \130 （税込\143)
6-5091 特選多当のし袋 御佛前 110\ （税込\121) \130 （税込\143)
6-5092 特選多当のし袋 御布施 110\ （税込\121) \130 （税込\143)
6-5095 特選多当のし袋 御花料 110\ （税込\121) \130 （税込\143)
8-4013 掛紙 B5判 御料理 850\ （税込\935) \960 （税込\1,056)
8-4017 掛紙 B5判 御料理 850\ （税込\935) \960 （税込\1,056)
8-4018 掛紙 B5判 御弁当 850\ （税込\935) \960 （税込\1,056)
8-4020 掛紙 B5判 御⾚飯 720\ （税込\792) \850 （税込\935)
8-4024 掛紙 B5判 御料理 850\ （税込\935) \960 （税込\1,056)
8-4026 掛紙 B5判 御料理 850\ （税込\935) \960 （税込\1,056)
8-4028 掛紙 B5判 御弁当 850\ （税込\935) \960 （税込\1,056)
8-4030 掛紙 B5判 御弁当 850\ （税込\935) \960 （税込\1,056)
8-4031 掛紙 B5判 御料理 970\ （税込\1,067) \1,100 （税込\1,210)
8-4037 掛紙 B5判 御料理 970\ （税込\1,067) \1,100 （税込\1,210)
8-4040 掛紙 B5判 御寿司 970\ （税込\1,067) \1,100 （税込\1,210)
8-4050 掛紙 B5判 仏 御料理 970\ （税込\1,067) \1,100 （税込\1,210)
8-4051 掛紙 B5判 仏 御料理 970\ （税込\1,067) \1,100 （税込\1,210)
8-4090 掛紙 B4判 御料理 1,950\ （税込\2,145) \2,200 （税込\2,420)
8-4091 掛紙 B4判 御料理 1,950\ （税込\2,145) \2,200 （税込\2,420)
8-4092 掛紙 B4判 仏 御料理 1,950\ （税込\2,145) \2,200 （税込\2,420)
8-4100 掛紙 B5判 御⾚飯 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
8-4101 掛紙 ⼩判 御⾚飯 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
8-4102 掛紙 ⼩判 御⿊飯 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
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8-4111 掛紙 A5判 御⾚飯 630\ （税込\693) \720 （税込\792)
8-4121 掛紙 B5判 御⿊飯 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
8-4467 掛紙 B5判 仏 無字 ⽵ 1,370\ （税込\1,507) \1,600 （税込\1,760)
8-4545 掛紙 B5判 仏 無字 雪 1,700\ （税込\1,870) \2,000 （税込\2,200)
8-4549 掛紙 B5判 仏 無字 雪 1,700\ （税込\1,870) \2,000 （税込\2,200)
8-4772 掛紙 B5判 寿 雪 1,700\ （税込\1,870) \2,000 （税込\2,200)
8-4971 掛紙 B5判 祝 雪 1,700\ （税込\1,870) \2,000 （税込\2,200)
8-5123 掛紙 A4判 御料理 970\ （税込\1,067) \1,100 （税込\1,210)
8-5150 掛紙 A4判 仏 御料理 1,070\ （税込\1,177) \1,200 （税込\1,320)
8-5151 掛紙 A4判 仏 御料理 1,070\ （税込\1,177) \1,200 （税込\1,320)
8-5467 掛紙 A4判 仏 無字 ⽵ 1,700\ （税込\1,870) \2,000 （税込\2,200)
8-5545 掛紙 A4判 仏 無字 雪 1,950\ （税込\2,145) \2,200 （税込\2,420)
8-5772 掛紙 A4判 寿 雪 1,950\ （税込\2,145) \2,200 （税込\2,420)
8-5971 掛紙 A4判 祝 雪 1,950\ （税込\2,145) \2,200 （税込\2,420)
8-6150 掛紙 B4判 仏 御料理 1,950\ （税込\2,145) \2,200 （税込\2,420)
8-6467 掛紙 B4判 仏 無字 ⽵ 2,480\ （税込\2,728) \2,800 （税込\3,080)
8-6545 掛紙 B4判 仏 無字 雪 2,800\ （税込\3,080) \3,200 （税込\3,520)

9-30 家賃通 1枚もの 1年⽤ 100P 800\ （税込\880) \900 （税込\990)
9-31 ⾦領収 1枚もの 1年⽤ 100P 800\ （税込\880) \900 （税込\990)
9-33 家賃通帳 1年⽤ 保存袋⼊ 120\ （税込\132) \140 （税込\154)
9-35 家賃通帳 2年⽤ 保存袋⼊ 140\ （税込\154) \160 （税込\176)
9-36 領収通帳 2年⽤ 保存袋⼊ 140\ （税込\154) \160 （税込\176)
9-40 家賃通 1枚もの 1年⽤ 10P 180\ （税込\198) \210 （税込\231)
9-41 ⾦領収 1枚もの 1年⽤ 10P 180\ （税込\198) \210 （税込\231)
9-70 仕⼊控帳 270\ （税込\297) \320 （税込\352)

9-306 商品券 横書 ⾦額なし 裏無字 2,100\ （税込\2,310) \2,600 （税込\2,860)
9-307 商品券 横書 ⾦額なし 裏無字 2,100\ （税込\2,310) \2,600 （税込\2,860)
9-308 商品券 横書 ￥500 裏字⼊ 2,100\ （税込\2,310) \2,600 （税込\2,860)
9-309 商品券 横書 ￥500 裏無字 2,100\ （税込\2,310) \2,600 （税込\2,860)
9-310 商品券 横書 ￥1000 裏無字 2,100\ （税込\2,310) \2,600 （税込\2,860)
9-313 商品券 横書 ￥1000 裏字⼊ 2,100\ （税込\2,310) \2,600 （税込\2,860)
9-345 商品券箱 ⽩無地 被蓋型組⽴式 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
9-351 商品券袋 横型のし付 折込式無字 3,900\ （税込\4,290) \4,400 （税込\4,840)
9-355 商品券箱 横型のし付 折込式無字 6,000\ （税込\6,600) \6,800 （税込\7,480)
9-360 商品券袋 横封式 For You 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
9-361 商品券袋 横封式 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
9-362 商品券袋 横封式 商品券字⼊ 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
9-363 商品券袋 横封式 商品券字⼊ 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
9-364 商品券袋 横封式 商品券無字 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
9-370 商品券袋 横封式 ロージー 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
9-371 商品券袋 横封式 レース 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
9-372 商品券袋 横封式 アンティーク 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
9-375 商品券袋 横封式 グリーンズ 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
9-400 辞令⽤紙 縦書⽤ 1,500\ （税込\1,650) \1,700 （税込\1,870)

9-1300 マルチケット フラワー 1,000\ （税込\1,100) \1,200 （税込\1,320)
9-1301 マルチケット クラシック 1,000\ （税込\1,100) \1,200 （税込\1,320)
9-1400 OA辞令⽤紙 三重枠 480\ （税込\528) \540 （税込\594)
10-247 洋柄賞状⽤紙 はがき判 縦横兼⽤ 350\ （税込\385) \400 （税込\440)
10-252 洋柄賞状⽤紙 B5判 縦横兼⽤ 500\ （税込\550) \580 （税込\638)
10-262 洋柄賞状⽤紙 A4判 縦横兼⽤ 550\ （税込\605) \620 （税込\682)
10-272 洋柄賞状⽤紙 B4判 縦横兼⽤ 720\ （税込\792) \820 （税込\902)

10-1050 ＊OA賞状⽤紙 ⽩ B5判 縦書⽤ 10P 600\ （税込\660) \700 （税込\770)
10-1051 ＊OA賞状⽤紙 ⽩ B5判 横書⽤ 10P 600\ （税込\660) \700 （税込\770)
10-1057 ＊OA賞状⽤紙 クリーム B5判 縦書⽤ 10P 650\ （税込\715) \750 （税込\825)
10-1058 ＊OA賞状⽤紙 クリーム B5判 横書⽤ 10P 650\ （税込\715) \750 （税込\825)
10-1060 ＊OA賞状⽤紙 ⽩ A4判 縦書⽤ 10P 650\ （税込\715) \750 （税込\825)
10-1061 ＊OA賞状⽤紙 ⽩ A4判 横書⽤ 10P 650\ （税込\715) \750 （税込\825)
10-1067 ＊OA賞状⽤紙 クリーム A4判 縦書⽤ 10P 700\ （税込\770) \800 （税込\880)
10-1068 ＊OA賞状⽤紙 クリーム A4判 横書⽤ 10P 700\ （税込\770) \800 （税込\880)
10-1070 ＊OA賞状⽤紙 ⽩ B4判 縦書⽤ 10P 850\ （税込\935) \1,000 （税込\1,100)
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10-1071 ＊OA賞状⽤紙 ⽩ B4判 横書⽤ 10P 850\ （税込\935) \1,000 （税込\1,100)
10-1077 ＊OA賞状⽤紙 クリーム B4判 縦書⽤ 10P 900\ （税込\990) \1,050 （税込\1,155)
10-1078 ＊OA賞状⽤紙 クリーム B4判 横書⽤ 10P 900\ （税込\990) \1,050 （税込\1,155)
10-1080 ＊OA賞状⽤紙 ⽩ A3判 縦書⽤ 10P 950\ （税込\1,045) \1,100 （税込\1,210)
10-1081 ＊OA賞状⽤紙 ⽩ A3判 横書⽤ 10P 950\ （税込\1,045) \1,100 （税込\1,210)
10-1087 ＊OA賞状⽤紙 クリーム A3判 縦書⽤ 10P 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
10-1088 ＊OA賞状⽤紙 クリーム A3判 横書⽤ 10P 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
10-1150 ＊OA賞状⽤紙 ⽩ B5判 縦書⽤ 100P 2,900\ （税込\3,190) \3,400 （税込\3,740)
10-1151 ＊OA賞状⽤紙 ⽩ B5判 横書⽤ 100P 2,900\ （税込\3,190) \3,400 （税込\3,740)
10-1157 ＊OA賞状⽤紙 クリーム B5判 縦書⽤ 100P 3,100\ （税込\3,410) \3,600 （税込\3,960)
10-1158 ＊OA賞状⽤紙 クリーム B5判 横書⽤ 100P 3,100\ （税込\3,410) \3,600 （税込\3,960)
10-1160 ＊OA賞状⽤紙 ⽩ A4判 縦書⽤ 100P 3,550\ （税込\3,905) \4,100 （税込\4,510)
10-1161 ＊OA賞状⽤紙 ⽩ A4判 横書⽤ 100P 3,550\ （税込\3,905) \4,100 （税込\4,510)
10-1167 ＊OA賞状⽤紙 クリーム A4判 縦書⽤ 100P 3,900\ （税込\4,290) \4,500 （税込\4,950)
10-1168 ＊OA賞状⽤紙 クリーム A4判 横書⽤ 100P 3,900\ （税込\4,290) \4,500 （税込\4,950)
10-1170 ＊OA賞状⽤紙 ⽩ B4判 縦書⽤ 100P 5,100\ （税込\5,610) \5,900 （税込\6,490)
10-1171 ＊OA賞状⽤紙 ⽩ B4判 横書⽤ 100P 5,100\ （税込\5,610) \5,900 （税込\6,490)
10-1177 ＊OA賞状⽤紙 クリーム B4判 縦書⽤ 100P 5,400\ （税込\5,940) \6,200 （税込\6,820)
10-1178 ＊OA賞状⽤紙 クリーム B4判 横書⽤ 100P 5,400\ （税込\5,940) \6,200 （税込\6,820)
10-1180 ＊OA賞状⽤紙 ⽩ A3判 縦書⽤ 100P 6,300\ （税込\6,930) \7,300 （税込\8,030)
10-1181 ＊OA賞状⽤紙 ⽩ A3判 横書⽤ 100P 6,300\ （税込\6,930) \7,300 （税込\8,030)
10-1187 ＊OA賞状⽤紙 クリーム A3判 縦書⽤ 100P 6,850\ （税込\7,535) \7,900 （税込\8,690)
10-1188 ＊OA賞状⽤紙 クリーム A3判 横書⽤ 100P 6,850\ （税込\7,535) \7,900 （税込\8,690)
10-1270 厚⼝OA賞状⽤紙 ⽩ B4判 縦書⽤ 10P 1,150\ （税込\1,265) \1,350 （税込\1,485)
10-1277 厚⼝OA賞状⽤紙 クリーム B4判 縦書⽤ 10P 1,300\ （税込\1,430) \1,500 （税込\1,650)
10-1280 厚⼝OA賞状⽤紙 ⽩ A3判 縦書⽤ 10P 1,300\ （税込\1,430) \1,500 （税込\1,650)
10-1287 厚⼝OA賞状⽤紙 クリーム A3判 縦書⽤ 10P 1,500\ （税込\1,650) \1,750 （税込\1,925)
10-1370 厚⼝OA賞状⽤紙 ⽩ B4判 縦書⽤ 100P 6,900\ （税込\7,590) \8,000 （税込\8,800)
10-1377 厚⼝OA賞状⽤紙 クリーム B4判 縦書⽤ 100P 7,800\ （税込\8,580) \9,000 （税込\9,900)
10-1380 厚⼝OA賞状⽤紙 ⽩ A3判 縦書⽤ 100P 7,800\ （税込\8,580) \9,000 （税込\9,900)
10-1387 厚⼝OA賞状⽤紙 クリーム A3判 縦書⽤ 100P 9,000\ （税込\9,900) \10,400 （税込\11,440)
10-1460 ＊OA賞状⽤紙 雲なし A4判 縦書⽤ 100P 3,550\ （税込\3,905) \4,100 （税込\4,510)
10-1461 ＊OA賞状⽤紙 雲なし A4判 横書⽤ 100P 3,550\ （税込\3,905) \4,100 （税込\4,510)
10-1467 *OA賞状⽤紙 雲なし ｸﾘｰﾑ A4判 縦書⽤ 100P 3,900\ （税込\4,290) \4,500 （税込\4,950)
10-1468 *OA賞状⽤紙 雲なし ｸﾘｰﾑ A4判 横書⽤ 100P 3,900\ （税込\4,290) \4,500 （税込\4,950)
10-1470 ＊OA賞状⽤紙 雲なし B4判 縦書⽤ 100P 5,100\ （税込\5,610) \5,900 （税込\6,490)
10-1471 ＊OA賞状⽤紙 雲なし B4判 横書⽤ 100P 5,100\ （税込\5,610) \5,900 （税込\6,490)
10-1477 *OA賞状⽤紙 雲なし ｸﾘｰﾑ B4判 縦書⽤ 100P 5,400\ （税込\5,940) \6,200 （税込\6,820)
10-1478 *OA賞状⽤紙 雲なし ｸﾘｰﾑ B4判 横書⽤ 100P 5,400\ （税込\5,940) \6,200 （税込\6,820)
10-1480 ＊OA賞状⽤紙 雲なし A3判 縦書⽤ 100P 6,300\ （税込\6,930) \7,300 （税込\8,030)
10-1481 ＊OA賞状⽤紙 雲なし A3判 横書⽤ 100P 6,300\ （税込\6,930) \7,300 （税込\8,030)
10-1487 *OA賞状⽤紙 雲なし ｸﾘｰﾑ A3判 縦書⽤ 100P 6,850\ （税込\7,535) \7,900 （税込\8,690)
10-1488 *OA賞状⽤紙 雲なし ｸﾘｰﾑ A3判 横書⽤ 100P 6,850\ （税込\7,535) \7,900 （税込\8,690)
10-1700 ＊証書⽤紙 A4判 アニマル 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
10-1701 ＊証書⽤紙 A4判 桜 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
10-1702 ＊証書⽤紙 A4判 薔薇 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
10-1703 ＊証書⽤紙 A4判 クローバー 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
10-1705 ＊証書⽤紙 A4判 ⾦桜 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
10-1706 ＊証書⽤紙 A4判 彩紋 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
10-1707 ＊証書⽤紙 A4判 ループ 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
10-1708 ＊証書⽤紙 A4判 レリーフ 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
10-1710 ＊証書⽤紙 B5判 アニマル 800\ （税込\880) \920 （税込\1,012)
10-1720 ＊証書⽤紙 A5判 アニマル 700\ （税込\770) \800 （税込\880)
10-1730 ＊証書⽤紙 B6判 アニマル 650\ （税込\715) \740 （税込\814)
10-1959 ＊⼿作り賞状作成⽤紙 ⽩ B5判 350\ （税込\385) \400 （税込\440)
10-1960 ＊⼿作り賞状作成⽤紙 ⽩ A4判 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
10-1961 ＊⼿作り賞状作成⽤紙 ⽩ B4判 550\ （税込\605) \620 （税込\682)
10-1962 ＊⼿作り賞状作成⽤紙 ⽩ A3判 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
10-1966 ＊⼿作り賞状作成⽤紙 クリーム B5判 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
10-1967 ＊⼿作り賞状作成⽤紙 クリーム A4判 450\ （税込\495) \520 （税込\572)
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10-1968 ＊⼿作り賞状作成⽤紙 クリーム B4判 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
10-1969 ＊⼿作り賞状作成⽤紙 クリーム A3判 650\ （税込\715) \740 （税込\814)
10-1972 賞状⼊れ 丸筒 ワニ柄 300 360\ （税込\396) \400 （税込\440)
10-1973 賞状⼊れ 丸筒 ワニ柄 360 380\ （税込\418) \420 （税込\462)
10-1975 賞状⼊れ ⾓筒 ワニ柄 300 380\ （税込\418) \420 （税込\462)
10-1976 賞状⼊れ ⾓筒 ワニ柄 360 400\ （税込\440) \440 （税込\484)
10-1982 賞状⼊れ 丸筒 ⿊ 300 360\ （税込\396) \400 （税込\440)
10-1983 賞状⼊れ 丸筒 ⿊ 360 380\ （税込\418) \420 （税込\462)
10-1985 賞状⼊れ ⾓筒 ⿊ 300 380\ （税込\418) \420 （税込\462)
10-1986 賞状⼊れ ⾓筒 ⿊ 360 400\ （税込\440) \440 （税込\484)
10-2125 OA賞状⽤紙コンパクトセット ⽩ 30,500\ （税込\33,550) \35,500 （税込\39,050)
10-2135 OA賞状⽤紙コンパクトセット クリーム 32,500\ （税込\35,750) \37,500 （税込\41,250)
10-2170 OA賞状⽤紙スタンダードセット ⽩・ｸﾘｰﾑ 63,000\ （税込\69,300) \73,000 （税込\80,300)
10-2180 OA賞状⽤紙スタンダードセット ⽩ 61,000\ （税込\67,100) \71,000 （税込\78,100)
10-2190 OA賞状⽤紙スタンダードセット クリーム 65,000\ （税込\71,500) \75,000 （税込\82,500)
10-2600 証書⽤紙セット 44,000\ （税込\48,400) \52,000 （税込\57,200)
10-3060 ⾦箔賞状⽤紙 A4判 縦書⽤ ⽩ 5P 800\ （税込\880) \900 （税込\990)
10-3061 ⾦箔賞状⽤紙 A4判 横書⽤ ⽩ 5P 800\ （税込\880) \900 （税込\990)
10-3070 ⾦箔賞状⽤紙 B4判 縦書⽤ ⽩ 5P 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
10-3071 ⾦箔賞状⽤紙 B4判 横書⽤ ⽩ 5P 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
10-3080 ⾦箔賞状⽤紙 A3判 縦書⽤ ⽩ 5P 1,150\ （税込\1,265) \1,300 （税込\1,430)
10-3081 ⾦箔賞状⽤紙 A3判 横書⽤ ⽩ 5P 1,150\ （税込\1,265) \1,300 （税込\1,430)
10-3160 ⾦箔賞状⽤紙 A4判 縦書⽤ ⽩ 100P 12,800\ （税込\14,080) \14,500 （税込\15,950)
10-3161 ⾦箔賞状⽤紙 A4判 横書⽤ ⽩ 100P 12,800\ （税込\14,080) \14,500 （税込\15,950)
10-3170 ⾦箔賞状⽤紙 B4判 縦書⽤ ⽩ 100P 16,000\ （税込\17,600) \18,100 （税込\19,910)
10-3171 ⾦箔賞状⽤紙 B4判 横書⽤ ⽩ 100P 16,000\ （税込\17,600) \18,100 （税込\19,910)
10-3180 ⾦箔賞状⽤紙 A3判 縦書⽤ ⽩ 100P 18,400\ （税込\20,240) \21,000 （税込\23,100)
10-3181 ⾦箔賞状⽤紙 A3判 横書⽤ ⽩ 100P 18,400\ （税込\20,240) \21,000 （税込\23,100)
10-4000 ⾦箔賞状⽤紙セット 37,500\ （税込\41,250) \42,500 （税込\46,750)
10-5010 賞状⽤紙 上質紙 中判 縦書⽤ 2,000\ （税込\2,200) \2,200 （税込\2,420)
10-5011 賞状⽤紙 上質紙 中判 横書⽤ 2,000\ （税込\2,200) \2,200 （税込\2,420)
10-5020 賞状⽤紙 上質紙 A4判 縦書⽤ 2,200\ （税込\2,420) \2,450 （税込\2,695)
10-5021 賞状⽤紙 上質紙 A4判 横書⽤ 2,200\ （税込\2,420) \2,450 （税込\2,695)
10-5022 賞状⽤紙 ケント紙 A4判 縦書⽤ 3,500\ （税込\3,850) \3,900 （税込\4,290)
10-5023 賞状⽤紙 ケント紙 A4判 横書⽤ 3,500\ （税込\3,850) \3,900 （税込\4,290)
10-5030 賞状⽤紙 上質紙 みの判 縦書⽤ 3,400\ （税込\3,740) \3,800 （税込\4,180)
10-5031 賞状⽤紙 上質紙 みの判 横書⽤ 3,400\ （税込\3,740) \3,800 （税込\4,180)
10-5032 賞状⽤紙 ケント紙 みの判 縦書⽤ 5,200\ （税込\5,720) \5,800 （税込\6,380)
10-5033 賞状⽤紙 ケント紙 みの判 横書⽤ 5,200\ （税込\5,720) \5,800 （税込\6,380)
10-5035 賞状⽤紙 上質紙 B4判 縦書⽤ 3,400\ （税込\3,740) \3,800 （税込\4,180)
10-5036 賞状⽤紙 上質紙 B4判 横書⽤ 3,400\ （税込\3,740) \3,800 （税込\4,180)
10-5037 賞状⽤紙 ケント紙 B4判 縦書⽤ 5,200\ （税込\5,720) \5,800 （税込\6,380)
10-5038 賞状⽤紙 ケント紙 B4判 横書⽤ 5,200\ （税込\5,720) \5,800 （税込\6,380)
10-5040 賞状⽤紙 上質紙 A3判 縦書⽤ 4,100\ （税込\4,510) \4,600 （税込\5,060)
10-5041 賞状⽤紙 上質紙 A3判 横書⽤ 4,100\ （税込\4,510) \4,600 （税込\5,060)
10-5042 賞状⽤紙 ケント紙 A3判 縦書⽤ 6,600\ （税込\7,260) \7,300 （税込\8,030)
10-5043 賞状⽤紙 ケント紙 A3判 横書⽤ 6,600\ （税込\7,260) \7,300 （税込\8,030)
10-5052 賞状⽤紙 ケント紙 四切判 縦書⽤ 14,300\ （税込\15,730) \15,800 （税込\17,380)
10-5100 賞状⽤紙 上質紙 A5判 縦書⽤ 1,700\ （税込\1,870) \1,900 （税込\2,090)
10-5101 賞状⽤紙 上質紙 A5判 横書⽤ 1,700\ （税込\1,870) \1,900 （税込\2,090)
11-1001 ⻩ポスター 1号 無地 390\ （税込\429) \440 （税込\484)
11-1002 ⻩ポスター 2号 無地 660\ （税込\726) \750 （税込\825)
11-1003 ⻩ポスター 3号 無地 1,070\ （税込\1,177) \1,250 （税込\1,375)
11-1004 ⻩ポスター 4号 無地 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
11-1005 ⻩ポスター 5号 無地 2,000\ （税込\2,200) \2,300 （税込\2,530)
11-1006 ⻩ポスター 6号 無地 2,550\ （税込\2,805) \2,900 （税込\3,190)
11-1042 ⻩ポスター ⼩ お買得品 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
11-1060 ⻩ポスター ⼩ 無地 720\ （税込\792) \820 （税込\902)
11-1076 ⻩ポスター ⼩ お買得品 720\ （税込\792) \820 （税込\902)
11-1092 ⻩ポスター 中 お買得品 720\ （税込\792) \820 （税込\902)
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11-1132 ⻩ポスター ⼤ お買得品 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
11-1700 ⻩ポスター ⼩ ⾚枠 ￥ 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
11-1701 ⻩ポスター ⼩ 奉仕品 ￥ 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
11-1704 ⻩ポスター ⼩ お買得品 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
11-1710 ⻩ポスター 中 ⾚枠 ￥ 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
11-1711 ⻩ポスター 中 奉仕品 ￥ 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
11-1712 ⻩ポスター 中 特売品 ￥ 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
11-1713 ⻩ポスター 中 広告の品 ￥ 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
11-1714 ⻩ポスター 中 お買得品 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
11-1720 ⻩ポスター ⼤ ⾚枠 ￥ 970\ （税込\1,067) \1,100 （税込\1,210)
11-1721 ⻩ポスター ⼤ 奉仕品 ￥ 970\ （税込\1,067) \1,100 （税込\1,210)
11-1722 ⻩ポスター ⼤ 特売品 ￥ 970\ （税込\1,067) \1,100 （税込\1,210)
11-1723 ⻩ポスター ⼤ 広告の品 ￥ 970\ （税込\1,067) \1,100 （税込\1,210)
11-1724 ⻩ポスター ⼤ お買得品 970\ （税込\1,067) \1,100 （税込\1,210)
11A1762 ⻩ポスター みの判 本⽇のお買得品 1,000\ （税込\1,100) \1,200 （税込\1,320)
11A1763 ⻩ポスター みの判 本⽇の特売品 1,000\ （税込\1,100) \1,200 （税込\1,320)
11A1764 ⻩ポスター みの判 広告の品 1,000\ （税込\1,100) \1,200 （税込\1,320)
11A1765 ⻩ポスター みの判 奉仕品 1,000\ （税込\1,100) \1,200 （税込\1,320)
11A1766 ⻩ポスター B4判 お買得品 1,000\ （税込\1,100) \1,200 （税込\1,320)
11-1786 ⻩ポスター ⼤ お買得品 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
11-1787 ⻩ポスター ⼤ 特売品 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
11-1788 ⻩ポスター ⼤ 広告の品 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
11-1789 ⻩ポスター ⼤ おすすめ品 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
11-1790 ⻩ポスター ⼤ 無地 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
11-1792 ⻩ポスター ⼤ お買得品 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
11A1901 ⻩ポスター B5判 無地 550\ （税込\605) \620 （税込\682)
11A1902 ⻩ポスター A4判 無地 800\ （税込\880) \900 （税込\990)
11A1903 ⻩ポスター B4判 無地 1,100\ （税込\1,210) \1,250 （税込\1,375)
11A1904 ⻩ポスター A3判 無地 1,600\ （税込\1,760) \1,800 （税込\1,980)
11A1922 ⻩ポスター B5判 お買得品 680\ （税込\748) \780 （税込\858)
11A1932 ⻩ポスター A4判 お買得品 940\ （税込\1,034) \1,100 （税込\1,210)
11-8023 ⻩ポスター みの判 無地 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
12-2011 ⾚枠ポスター 1号 無地 380\ （税込\418) \440 （税込\484)
12-2012 ⾚枠ポスター 2号 無地 650\ （税込\715) \750 （税込\825)
12-2013 ⾚枠ポスター 3号 無地 1,100\ （税込\1,210) \1,250 （税込\1,375)
12-2014 ⾚枠ポスター 4号 無地 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
12-2015 ⾚枠ポスター 5号 無地 2,000\ （税込\2,200) \2,300 （税込\2,530)
12-2016 ⾚枠ポスター 6号 無地 2,550\ （税込\2,805) \2,900 （税込\3,190)
12-2052 POP⽤紙 ⼤ ピンク枠 1,500\ （税込\1,650) \1,700 （税込\1,870)
12-2121 タイトルポスター ⼤ 売約済 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
12-2702 POP⽤紙 中 お買得品 550\ （税込\605) \630 （税込\693)
12-2750 POP⽤紙 ⼤ 無字 950\ （税込\1,045) \1,100 （税込\1,210)
12-2752 POP⽤紙 ⼤ お買得品 950\ （税込\1,045) \1,100 （税込\1,210)
12A2901 POP⽤紙 ⼤ ⽩ アミ⽬⼊ 550\ （税込\605) \630 （税込\693)
12A2903 POP⽤紙 みの判 ⽩ アミ⽬⼊ 1,050\ （税込\1,155) \1,200 （税込\1,320)
12-2937 POP⽤紙 ⼤ お買得品 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
12A7160 POP⽤紙 B5判 無字 680\ （税込\748) \780 （税込\858)
12A7170 POP⽤紙 A4判 無字 900\ （税込\990) \1,100 （税込\1,210)
12A7180 POP⽤紙 B4判 無字 1,100\ （税込\1,210) \1,300 （税込\1,430)
12A7190 POP⽤紙 A3判 無字 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
12A7624 インクジェット専⽤紙 はがきサイズ 450\ （税込\495) \520 （税込\572)
12A7625 インクジェット専⽤紙 B6判 510\ （税込\561) \580 （税込\638)
12A7626 インクジェット専⽤紙 B5判 950\ （税込\1,045) \1,100 （税込\1,210)
12A7627 インクジェット専⽤紙 A4判 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
12S7628 インクジェット専⽤紙 B4判 1,250\ （税込\1,375) \1,400 （税込\1,540)
12S7629 インクジェット専⽤紙 A3判 1,350\ （税込\1,485) \1,600 （税込\1,760)
12-7781 ポスター A4判 感染予防対策実施中 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
12-7782 ポスター 4号 感染予防対策実施中 450\ （税込\495) \520 （税込\572)
15-1850 ⻩カード ⻑型 中 500\ （税込\550) \580 （税込\638)
15-1860 ⻩カード ⻑型 ⼤ 600\ （税込\660) \690 （税込\759)
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15-1870 ⻩カード ⼩ ￥ 600\ （税込\660) \690 （税込\759)
15-1872 ⻩カード ⼩ 本⽇のお買得品 ￥ 600\ （税込\660) \690 （税込\759)
15-1873 ⻩カード ⼩ 特売品 ￥ 600\ （税込\660) \690 （税込\759)
15-1880 ⻩カード 中 ￥ 900\ （税込\990) \1,100 （税込\1,210)
15-1882 ⻩カード 中 本⽇のお買得品 ￥ 900\ （税込\990) \1,100 （税込\1,210)
15-1883 ⻩カード 中 特売品 ￥ 900\ （税込\990) \1,100 （税込\1,210)
15-1890 ⻩カード ⼤ ￥ 1,700\ （税込\1,870) \1,960 （税込\2,156)
15-1892 ⻩カード ⼤ 本⽇のお買得品 ￥ 1,700\ （税込\1,870) \1,960 （税込\2,156)
15-1893 ⻩カード ⼤ 特売品 ￥ 1,700\ （税込\1,870) \1,960 （税込\2,156)
16-340 ⼿書きPOP⽤カード 丸型 ブラック 400\ （税込\440) \440 （税込\484)
16-341 ⼿書きPOP⽤カード 丸型 クラフト 400\ （税込\440) \440 （税込\484)
16-342 SNSアピールカード SNSで話題 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
16-343 SNSアピールカード バズりました 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
16-344 SNSアピールカード 今話題の商品です 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
16-345 SNSアピールカード 撮影OK 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
16-570 Fカード100 ロージー 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
16-571 Fカード100 サンシャイン 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
16-572 Fカード100 グリーンラブ 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
16-573 Fカード100 カラフル 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
16-586 Fカード100 ラビットアリス 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
16-650 ファンタジーカード ラッキートレフル 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-651 ファンタジーカード ミニョン 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-652 ファンタジーカード ローズブーケ 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-653 ファンタジーカード ハッピーバルーン 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-654 ファンタジーカード トライアングル 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-655 ファンタジーカード ラブクローバー 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-656 ファンタジーカード ホープハート 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-657 ファンタジーカード ピュアバード 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-659 ファンタジーカードセット14 6,000\ （税込\6,600) \7,200 （税込\7,920)
16-664 ファンタジーカード カラフルフラッグ 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-670 ファンタジーカード ロージー 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-671 ファンタジーカード サンシャイン 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-672 ファンタジーカード グリーンラブ 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-673 ファンタジーカード カラフル 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-686 ファンタジーカード ラビットアリス 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-691 ファンタジーカードＷセット 10,000\ （税込\11,000) \12,000 （税込\13,200)
16-780 ファンタジーカード ファンシークローバー 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-781 ファンタジーカード チェリーピンク 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-782 ファンタジーカード フラワーボム 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-783 ファンタジーカード カラフルクローバー 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-784 ファンタジーカード エンゼルベア 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-786 ファンタジーカード スウィートローズ 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-787 ファンタジーカード ロマンフラワー 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
16-874 Fカード100 カラフルフラッグ 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
16-880 Fカード100 ファンシークローバー 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
16-881 Fカード100 チェリーピンク 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
16-882 Fカード100 フラワーボム 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
16-883 Fカード100 カラフルクローバー 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
16-884 Fカード100 エンゼルベア 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
16-886 Fカード100 スウィートローズ 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
16-887 Fカード100 ロマンフラワー 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)

16-1635 ショーカード 名刺サイズ ロージー 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-1636 ショーカード 名刺サイズ レース 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-1700 ショーカード 名刺サイズ クローバー 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-1701 ショーカード はがきサイズ クローバー 550\ （税込\605) \640 （税込\704)
16-1705 ショーカード 名刺サイズ ベア 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-1706 ショーカード はがきサイズ ベア 550\ （税込\605) \640 （税込\704)
16-1710 ショーカード 名刺サイズ 花枠 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-1711 ショーカード はがきサイズ 花枠 550\ （税込\605) \640 （税込\704)
16-1723 ショーカード 名刺サイズ レース ワイン 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
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16-1724 ショーカード 名刺サイズ レース 紺 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-1726 ショーカード 名刺サイズ 桜 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-1727 ショーカード 名刺サイズ ⽩つめ草 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-1728 ショーカード 名刺サイズ コルク ￥ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-1729 ショーカード 名刺サイズ 葉脈リーフ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-1742 ショーカード 名刺サイズ レリーフクラフト 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-1750 ⼿書きPOP⽤カード 名刺サイズ ブラック 300\ （税込\330) \330 （税込\363)
16-1751 ⼿書きPOP⽤カード スクエア型 ブラック 400\ （税込\440) \440 （税込\484)
16-1752 ⼿書きPOP⽤カード はがきサイズ ブラック 500\ （税込\550) \550 （税込\605)
16-1753 ⼿書きPOP⽤カード 名刺サイズ クラフト 300\ （税込\330) \330 （税込\363)
16-1754 ⼿書きPOP⽤カード スクエア型 クラフト 400\ （税込\440) \440 （税込\484)
16-1755 ⼿書きPOP⽤カード はがきサイズ クラフト 500\ （税込\550) \550 （税込\605)
16-1756 ⼿書きPOP⽤カード ⻩⾦⽐カード ブラック 450\ （税込\495) \500 （税込\550)
16-1757 ⼿書きPOP⽤カード ⻩⾦⽐カード クラフト 450\ （税込\495) \500 （税込\550)
16-1758 ⼿書きPOP⽤カード 吹出し型 ブラック 400\ （税込\440) \440 （税込\484)
16-1759 ⼿書きPOP⽤カード 吹出し型 クラフト 400\ （税込\440) \440 （税込\484)
16-2021 洋2封筒 シグナルレッド 240\ （税込\264) \300 （税込\330)
16-2022 洋2封筒 ホリゾンブルー 240\ （税込\264) \300 （税込\330)
16-2023 洋2封筒 マンダリンオレンジ 240\ （税込\264) \300 （税込\330)
16-2024 洋2封筒 コーヒーブラウン 240\ （税込\264) \300 （税込\330)
16-2025 洋2封筒 ナチュラルホワイト 240\ （税込\264) \300 （税込\330)
16-2026 洋2封筒 ジェットブラック 240\ （税込\264) \300 （税込\330)
16-2091 洋2封筒 シャインゴールド 450\ （税込\495) \520 （税込\572)
16-2092 洋2封筒 シャインシルバー 450\ （税込\495) \520 （税込\572)
16-3001 クリエイティブカード 名刺サイズ クラフト 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
16-3003 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｶｰﾄﾞ 名刺ｻｲｽﾞ ﾗｲﾄｵﾘｰﾌﾞ 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
16-3004 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｶｰﾄﾞ 名刺ｻｲｽﾞ ｽﾓｰｸﾌﾞﾙｰ 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
16-3005 クリエイティブカード 名刺サイズ ボルドー 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
16-3006 クリエイティブカード 名刺サイズ オリーブ 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
16-3007 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｶｰﾄﾞ 名刺ｻｲｽﾞ ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
16-3008 クリエイティブカード 名刺サイズ ブラック 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
16-3051 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｶｰﾄﾞ はがきｻｲｽﾞ ｸﾗﾌﾄ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-3053 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｶｰﾄﾞ はがきｻｲｽﾞ ﾗｲﾄｵﾘｰﾌﾞ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-3054 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｶｰﾄﾞ はがきｻｲｽﾞ ｽﾓｰｸﾌﾞﾙｰ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-3055 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｶｰﾄﾞ はがきｻｲｽﾞ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-3056 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｶｰﾄﾞ はがきｻｲｽﾞ ｵﾘｰﾌﾞ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-3057 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｶｰﾄﾞ はがきｻｲｽﾞ ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-3058 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｶｰﾄﾞ はがきｻｲｽﾞ ﾌﾞﾗｯｸ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
16-3151 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｶｰﾄﾞ はがきｻｲｽﾞ ｸﾗﾌﾄ 100 1,300\ （税込\1,430) \1,500 （税込\1,650)
16-3158 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｶｰﾄﾞ はがきｻｲｽﾞ ﾌﾞﾗｯｸ 100 1,300\ （税込\1,430) \1,500 （税込\1,650)
16-4009 ⾚枠カード 145×63 460\ （税込\506) \520 （税込\572)
16-4010 ⾚枠カード 180×80 640\ （税込\704) \720 （税込\792)
16-4011 ⾚枠カード 200×90 820\ （税込\902) \930 （税込\1,023)
16-4013 ⾚枠カード 270×100 1,200\ （税込\1,320) \1,360 （税込\1,496)
16-4082 抜型カード ⽴体枠 吹出し ⼩ ピンク 410\ （税込\451) \460 （税込\506)
16-4083 抜型カード ⽴体枠 吹出し ⼩ ブルー 410\ （税込\451) \460 （税込\506)
16-4086 抜型カード ⽴体枠 雲 ⼩ ピンク 410\ （税込\451) \460 （税込\506)
16-4087 抜型カード ⽴体枠 雲 ⼩ ブルー 410\ （税込\451) \460 （税込\506)
16-4112 抜型カード ⽴体枠 吹出し 中 ピンク 440\ （税込\484) \490 （税込\539)
16-4113 抜型カード ⽴体枠 吹出し 中 ブルー 440\ （税込\484) \490 （税込\539)
16-4116 抜型カード ⽴体枠 雲 中 ピンク 440\ （税込\484) \490 （税込\539)
16-4117 抜型カード ⽴体枠 雲 中 ブルー 440\ （税込\484) \490 （税込\539)
16-4118 抜型カード ⽴体枠 雲 中 ピンク ￥ 440\ （税込\484) \490 （税込\539)
16-4119 抜型カード ⽴体枠 雲 中 ブルー ￥ 440\ （税込\484) \490 （税込\539)
16-4153 抜型カード 雲 中 ピンク 440\ （税込\484) \490 （税込\539)
16-4154 抜型カード 雲 中 ブルー 440\ （税込\484) \490 （税込\539)
16-4155 抜型カード 吹出し 中 ピンク 440\ （税込\484) \490 （税込\539)
16-4156 抜型カード 吹出し 中 ブルー 440\ （税込\484) \490 （税込\539)
16-4186 抜型カード 吹出し ⼤ ピンク 680\ （税込\748) \760 （税込\836)
16-4187 抜型カード 吹出し ⼤ ブルー 680\ （税込\748) \760 （税込\836)
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16-4192 抜型カード ⽴体枠 吹出し ⼤ ピンク 670\ （税込\737) \750 （税込\825)
16-4193 抜型カード ⽴体枠 吹出し ⼤ ブルー 670\ （税込\737) \750 （税込\825)
16-4196 抜型カード ⽴体枠 雲 ⼤ ピンク 670\ （税込\737) \750 （税込\825)
16-4197 抜型カード ⽴体枠 雲 ⼤ ブルー 670\ （税込\737) \750 （税込\825)
16-4266 カード ⼩ グリーン枠 ￥ 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
16-4268 カード ⼩ ブルー枠 ￥ 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
16-4269 カード ⼩ ピンク枠 ￥ 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
16-4272 カード ⼩ ピンク枠 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
16-4273 カード ⼩ グリーン枠 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
16-4366 カード 中 グリーン枠 ￥ 900\ （税込\990) \1,050 （税込\1,155)
16-4368 カード 中 ブルー枠 ￥ 900\ （税込\990) \1,050 （税込\1,155)
16-4369 カード 中 ピンク枠 ￥ 900\ （税込\990) \1,050 （税込\1,155)
16-4372 カード 中 ピンク枠 900\ （税込\990) \1,050 （税込\1,155)
16-4373 カード 中 グリーン枠 900\ （税込\990) \1,050 （税込\1,155)
16-4393 カード 名刺サイズ 除菌済 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
16-4480 抜型カード 雲 ⼤ ピンク 550\ （税込\605) \610 （税込\671)
16-4481 抜型カード 雲 ⼤ ブルー 550\ （税込\605) \610 （税込\671)
16-4490 抜型カード 雲 特⼤ ピンク 830\ （税込\913) \920 （税込\1,012)
16-4491 抜型カード 雲 特⼤ ブルー 830\ （税込\913) \920 （税込\1,012)
16-4517 品切れカード お詫び ⼤ 550\ （税込\605) \630 （税込\693)
16-4903 メンバーズカード ピンクハート 390\ （税込\429) \450 （税込\495)
16-4911 メンバーズカード 花⾞ベア ⼆つ折 550\ （税込\605) \640 （税込\704)
16-4912 メンバーズカード クローバー ⼆つ折 550\ （税込\605) \640 （税込\704)
16-4913 メンバーズカード レリーフ⾚ ⼆つ折 550\ （税込\605) \640 （税込\704)
16-4914 メンバーズカード レリーフ⻘ ⼆つ折 550\ （税込\605) \640 （税込\704)
16-4940 メンバーズカード ブラック表紙 920\ （税込\1,012) \1,050 （税込\1,155)
16-5500 アピールカード 指型 今売れています 500\ （税込\550) \570 （税込\627)
16-5501 アピールカード 指型 当店のおすすめ 500\ （税込\550) \570 （税込\627)
16-5502 アピールカード 名刺サイズ NEW ARRIVAL 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
16-5503 アピールカード 名刺サイズ Best Selection 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
16-5504 アピールカード 吹出し型 新商品⼊荷しまし 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
16-5505 アピールカード 吹出し型 おすすめの商品 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
16-6038 抜型カード フラワー ⼤ 550\ （税込\605) \630 （税込\693)
16-7011 ぷちカード フキダシ ⼩ 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7020 ぷちカード ハート 中 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7021 ぷちカード フキダシ 中 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7022 ぷちカード バクハツ 中 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7023 ぷちカード レース 中 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7024 ぷちカード ホシ 中 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7025 ぷちカード クローバー 中 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7026 ぷちカード サクラ 中 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7027 ぷちカード オウカン 中 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7028 ぷちカード クマ 中 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7029 ぷちカード ユビ 中 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7030 ぷちカード ハート ⼤ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7031 ぷちカード フキダシ ⼤ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7032 ぷちカード バクハツ ⼤ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7033 ぷちカード レース ⼤ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7034 ぷちカード ホシ ⼤ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7035 ぷちカード クローバー ⼤ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7036 ぷちカード サクラ ⼤ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7037 ぷちカード オウカン ⼤ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7038 ぷちカード クマ ⼤ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7039 ぷちカード ユビ ⼤ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7111 ぷちカード ネコ ⼩ 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7112 ぷちカード ウサギ ⼩ 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7113 ぷちカード ヒヨコ ⼩ 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7114 ぷちカード フラワー ⼩ 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7115 ぷちカード ハウス ⼩ 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7116 ぷちカード マル ⼩ 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
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16-7121 ぷちカード ネコ 中 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7122 ぷちカード ウサギ 中 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7123 ぷちカード ヒヨコ 中 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7124 ぷちカード フラワー 中 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7125 ぷちカード ハウス 中 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7126 ぷちカード マル 中 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
16-7131 ぷちカード ネコ ⼤ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7132 ぷちカード ウサギ ⼤ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7133 ぷちカード ヒヨコ ⼤ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7134 ぷちカード フラワー ⼤ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7135 ぷちカード ハウス ⼤ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7136 ぷちカード マル ⼤ 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7140 ぷちカード Neon ハート 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
16-7141 ぷちカード Neon フキダシ 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
16-7142 ぷちカード Neon ホシ 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
16-7143 ぷちカード Neon サクラ 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
16-7144 ぷちカード Neon ハウス 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
16-7145 ぷちカード Neon マル 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
16-7146 ぷちカード Neon ユビ 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
16-7147 ぷちカード Neon ウサギ 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
16-7148 ぷちカード Neon フラワー 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
16-7149 ぷちカード Neon オウカン 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
16-7540 ランキングカード 丸型 ⼈気NO1 2 3 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7541 ランキングカード 名刺サイズ ⼈気NO1 2 3 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
16-7912 ぷちカードセット2 ⼩ 7,500\ （税込\8,250) \9,000 （税込\9,900)
16-7920 ぷちカードセット 中 12,500\ （税込\13,750) \15,000 （税込\16,500)
16-7922 ぷちカードセット2 中 7,500\ （税込\8,250) \9,000 （税込\9,900)
16-7930 ぷちカードセット ⼤ 15,000\ （税込\16,500) \17,500 （税込\19,250)
16-7932 ぷちカードセット2 ⼤ 9,000\ （税込\9,900) \10,500 （税込\11,550)
16-7940 ぷちカード Neon セット 20,000\ （税込\22,000) \22,500 （税込\24,750)
17-5059 ショーカード 特⼩ 波ケイ ￥ 190\ （税込\209) \220 （税込\242)
17-5108 ショーカード ⼩ アミ⽬⼊ 無字 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
17-5147 ショーカード ⼩ ピンク枠 ￥ 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
17-5149 ショーカード ⼩ ブルー枠 ￥ 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
17-5172 ショーカード ⼩ ブルー枠 ￥ 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
17-5173 ショーカード ⼩ ピンク枠 ￥ 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
17-5194 ショーカード ⼩ レザック 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
17-5208 ショーカード 中 アミ⽬⼊ 無字 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
17-5247 ショーカード 中 ピンク枠 ￥ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
17-5249 ショーカード 中 ブルー枠 ￥ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
17-5272 ショーカード 中 ブルー枠 ￥ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
17-5273 ショーカード 中 ピンク枠 ￥ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
17-5294 ショーカード 中 レザック 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
17-5308 ショーカード ⼤ アミ⽬⼊ 無字 380\ （税込\418) \440 （税込\484)
17-5347 ショーカード ⼤ ピンク枠 ￥ 380\ （税込\418) \440 （税込\484)
17-5349 ショーカード ⼤ ブルー枠 ￥ 380\ （税込\418) \440 （税込\484)
17-5372 ショーカード ⼤ ブルー枠 ￥ 380\ （税込\418) \440 （税込\484)
17-5373 ショーカード ⼤ ピンク枠 ￥ 380\ （税込\418) \440 （税込\484)
17-5394 ショーカード ⼤ レザック 380\ （税込\418) \440 （税込\484)
17-5424 ショーカード 中 和⾵⼩紋 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
17-5426 ショーカード 中 和⾵⼩紋 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
17-5495 ショーカード 中 ⾦箔枠 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
17-6103 ショーカード ⼩ ⾦箔枠 310\ （税込\341) \360 （税込\396)
17-6173 ショーカード ⼩ 税込 ピンク枠 ￥ 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
17-6273 ショーカード 中 税込 ピンク枠 ￥ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
17-6373 ショーカード ⼤ 税込 ピンク枠 ￥ 380\ （税込\418) \440 （税込\484)

18-21 提札 ⾓丸四⾓型 ⾚ Best Quality 2,700\ （税込\2,970) \3,100 （税込\3,410)
18-22 提札 ⾓丸四⾓型 ⾚ ミシン⽬⼊ 2,700\ （税込\2,970) \3,100 （税込\3,410)
18-29 提札 カバン型 ⾚ 2,300\ （税込\2,530) \2,600 （税込\2,860)
18-36 提札 カバン型 ⾚ PRICE 2,300\ （税込\2,530) \2,600 （税込\2,860)
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18-38 提札 カバン型 ⾚ 2,500\ （税込\2,750) \2,850 （税込\3,135)
18-81 提札 四⾓型 ⽩無地 ミシン⼊ 2,400\ （税込\2,640) \2,750 （税込\3,025)

18-101 提札 ⻑型 ⼩物⽤ ⽩無地 2,400\ （税込\2,640) \2,750 （税込\3,025)
18-106 提札 丸型 ⼩物⽤ ⽩無地 2,400\ （税込\2,640) \2,750 （税込\3,025)
18-120 提札 ⼩ 桃地 ミシン⽬⼊ 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
18-122 提札 ⼩ ⻩地 ミシン⽬⼊ 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
18-124 提札 ⼩ ⽔地 ミシン⽬⼊ 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
18-125 提札 ⼩ 灰地 ミシン⽬⼊ 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
18-132 提札 ⼩ ⽩無地 ミシン⽬⼊ 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
18-140 提札 ⼤ 桃地 ミシン⽬⼊ 2,500\ （税込\2,750) \2,850 （税込\3,135)
18-142 提札 ⼤ ⻩地 ミシン⽬⼊ 2,500\ （税込\2,750) \2,850 （税込\3,135)
18-144 提札 ⼤ ⽔地 ミシン⽬⼊ 2,500\ （税込\2,750) \2,850 （税込\3,135)
18-145 提札 ⼤ 灰地 ミシン⽬⼊ 2,500\ （税込\2,750) \2,850 （税込\3,135)
18-146 提札 ⼤ ⽩無地 ミシン⽬⼊ 2,500\ （税込\2,750) \2,850 （税込\3,135)
18-150 提札 ⻑型 ⼩物⽤ ⽩無地 3,300\ （税込\3,630) \3,800 （税込\4,180)
18-221 提札 ⾓丸四⾓型 草 Best Quality 2,700\ （税込\2,970) \3,100 （税込\3,410)
18-500 提札 カバン型 ⼩物⽤ ⽩無地 3,500\ （税込\3,850) \4,000 （税込\4,400)
18-600 提札 ⻑型 ⼩物⽤ ⽩無地 3,500\ （税込\3,850) \4,000 （税込\4,400)

18-1506 提札 ⽷なし ⽩無地 ミシン⼊ 2,400\ （税込\2,640) \2,800 （税込\3,080)
18-1507 提札 ⽷なし ⽩無地 ミシン⼊ 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
18-1508 提札 ⽷なし ⽩無地 ミシン⼊ 2,500\ （税込\2,750) \2,850 （税込\3,135)
18-1911 提札 カバン型 ⾦箔 2,800\ （税込\3,080) \3,200 （税込\3,520)
18-1922 提札 カバン型 ⾦箔 PRICE 2,800\ （税込\3,080) \3,200 （税込\3,520)
18-1923 提札 カバン型 ⾦箔 2,800\ （税込\3,080) \3,200 （税込\3,520)
18-1942 提札 ⻑型 ⾦箔 3,400\ （税込\3,740) \3,900 （税込\4,290)
18-1943 提札 ⻑型 ⾦箔 3,500\ （税込\3,850) \4,000 （税込\4,400)
18-3330 提札 四⾓型 桃 SALE 2,100\ （税込\2,310) \2,400 （税込\2,640)
18-3336 提札 四⾓型 ⻘ PRICE 2,000\ （税込\2,200) \2,300 （税込\2,530)
18-3340 提札 四⾓型 桃 SALE 3,300\ （税込\3,630) \3,800 （税込\4,180)
18-3551 提札 ⻑型 PRICE ミシン⽬⼊ 3,300\ （税込\3,630) \3,800 （税込\4,180)
18-3553 提札 ⾓丸四⾓型 PRICE 3,300\ （税込\3,630) \3,800 （税込\4,180)
18-3554 提札 ⾓丸四⾓型 PRICE 3,300\ （税込\3,630) \3,800 （税込\4,180)
18-3674 提札 四⾓型 ⾼級 FASHION 5,200\ （税込\5,720) \5,900 （税込\6,490)
18-3675 提札 四⾓型 ⾼級 FASHION 2,500\ （税込\2,750) \2,850 （税込\3,135)
18-3677 提札 四⾓型 ⾼級 Fashion 3,000\ （税込\3,300) \3,400 （税込\3,740)
18-3678 提札 四⾓型 ⾼級 FASHION 3,100\ （税込\3,410) \3,500 （税込\3,850)
18-3679 提札 四⾓型 ⾼級 FASHION 3,000\ （税込\3,300) \3,400 （税込\3,740)
18-3684 提札 四⾓型 ⾼級 FASHION 5,500\ （税込\6,050) \6,300 （税込\6,930)
18-3700 提札 ⻑型 クローバー 2,700\ （税込\2,970) \3,100 （税込\3,410)
18-3701 提札 ⾓丸四⾓型 クローバー 2,700\ （税込\2,970) \3,100 （税込\3,410)
18-3702 提札 クローバー 3,100\ （税込\3,410) \3,500 （税込\3,850)
18-3705 提札 ⻑型 ベア 2,700\ （税込\2,970) \3,100 （税込\3,410)
18-3706 提札 ⾓丸四⾓型 ベア 2,700\ （税込\2,970) \3,100 （税込\3,410)
18-3710 提札 ⻑型 花枠 2,700\ （税込\2,970) \3,100 （税込\3,410)
18-3711 提札 ⾓丸四⾓型 花枠 2,700\ （税込\2,970) \3,100 （税込\3,410)
18-3720 提札 ⻑型 四つ葉のクローバー 2,400\ （税込\2,640) \2,800 （税込\3,080)
18-3730 提札 ⻑型四つ葉のクローバー 2,700\ （税込\2,970) \3,100 （税込\3,410)
18-3740 提札 ⾓丸四⾓型 四つ葉のクローバー 2,700\ （税込\2,970) \3,100 （税込\3,410)
18-5021 提札 ⾓丸四⾓型 ⾚ Best Quality 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
18-5022 提札 ⾓丸四⾓型 ⾚ ミシン⽬⼊ 2,500\ （税込\2,750) \2,850 （税込\3,135)
18-5029 提札 カバン型 ⾚ 2,000\ （税込\2,200) \2,300 （税込\2,530)
18-5036 提札 カバン型 ⾚ PRICE 2,000\ （税込\2,200) \2,300 （税込\2,530)
19-700 パック⼊提札 ⻑型 クローバー 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
19-701 パック⼊提札 ⾓丸四⾓型 クローバー 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
19-702 パック⼊提札 ⻑型 クローバー 390\ （税込\429) \440 （税込\484)
19-705 パック⼊提札 ⻑型 ベア 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
19-706 パック⼊提札 ⾓丸四⾓型 ベア 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
19-710 パック⼊提札 ⻑型 花枠 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
19-711 パック⼊提札 ⾓丸四⾓型 花枠 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
19-720 パック⼊提札 ⻑型 四つ葉のクローバー 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
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19-730 パック⼊提札 ⻑型 四つ葉のクローバー 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
19-740 パック⼊提札 ⾓丸四⾓型 四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
19-850 パック⼊提札 ⼩ もも 420\ （税込\462) \480 （税込\528)
19-851 パック⼊提札 ⼩ き 420\ （税込\462) \480 （税込\528)
19-852 パック⼊提札 ⼩ ミントグリーン 420\ （税込\462) \480 （税込\528)
19-854 パック⼊提札 ⼩ ベージュ 420\ （税込\462) \480 （税込\528)
19-855 パック⼊提札 ⼩ くりちゃ 420\ （税込\462) \480 （税込\528)
19-856 パック⼊提札 ⼩ ぎんねず 420\ （税込\462) \480 （税込\528)
19-857 パック⼊提札 ⼩ ミルキーホワイト 420\ （税込\462) \480 （税込\528)
19-860 パック⼊提札 ⼤ もも 470\ （税込\517) \540 （税込\594)
19-861 パック⼊提札 ⼤ き 470\ （税込\517) \540 （税込\594)
19-862 パック⼊提札 ⼤ ミントグリーン 470\ （税込\517) \540 （税込\594)
19-863 パック⼊提札 ⼤ あさぎ 470\ （税込\517) \540 （税込\594)
19-864 パック⼊提札 ⼤ ベージュ 470\ （税込\517) \540 （税込\594)
19-865 パック⼊提札 ⼤ くりちゃ 470\ （税込\517) \540 （税込\594)
19-866 パック⼊提札 ⼤ ぎんねず 470\ （税込\517) \540 （税込\594)
19-867 パック⼊提札 ⼤ ミルキーホワイト 470\ （税込\517) \540 （税込\594)
19-960 パック⼊提札 ⻑型 ⼩物⽤⽩無地 390\ （税込\429) \440 （税込\484)
19-961 パック⼊提札 ⻑型 ⼩物⽤⽩無地 390\ （税込\429) \440 （税込\484)
19-965 パック⼊提札 ⻑型 ⾦箔 390\ （税込\429) \440 （税込\484)
19-966 パック⼊提札 ⻑型 ⾦箔 390\ （税込\429) \440 （税込\484)
19-969 パック⼊提札 ⻑型 PRICE ミシン⽬⼊ 390\ （税込\429) \440 （税込\484)
19-970 パック⼊提札 ⾓丸四⾓型 PRICE 390\ （税込\429) \440 （税込\484)
19-974 パック⼊提札 ⾓丸四⾓型 ⾚ ミシン⽬⼊ 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
19-983 パック⼊提札 カバン型 ⾦箔 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
19-985 パック⼊提札 カバン型 ⾦箔 PRICE 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
19-997 パック⼊提札 カバン型 ⾚ 220\ （税込\242) \250 （税込\275)

19-1750 ⽷付き提札 S ⽩ 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
19-1751 ⽷付き提札 M ⽩ 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
19-1752 ⽷付き提札 丸型 ⽩ 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
19-1754 ⽷付き提札 S ベージュ 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-1755 ⽷付き提札 M ベージュ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
19-2100 ⽴体ピアス・ｲﾔﾘﾝｸﾞ専⽤台紙 ブラック L 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2101 ⽴体ピアス・ｲﾔﾘﾝｸﾞ専⽤台紙 ブラウン L 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2102 ⽴体ピアス・ｲﾔﾘﾝｸﾞ専⽤台紙 ホワイト L 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2110 ⽴体ピアス・ｲﾔﾘﾝｸﾞ専⽤台紙 ブラック S 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2111 ⽴体ピアス・ｲﾔﾘﾝｸﾞ専⽤台紙 ブラウン S 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2112 ⽴体ピアス・ｲﾔﾘﾝｸﾞ専⽤台紙 ホワイト S 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2200 ⽴体ネックレス専⽤台紙 ブラック S 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2201 ⽴体ネックレス専⽤台紙 ブラウン S 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2202 ⽴体ネックレス専⽤台紙 ホワイト S 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2400 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ブラック 名刺 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2402 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ホワイト 名刺 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2403 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ダマスク 名刺 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2404 ピアス・イヤリング専⽤台紙 レリーフ 名刺 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2405 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ⽊⽬ 名刺サイ 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2406 ピアス・イヤリング専⽤台紙 市松 名刺サイ 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2410 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ブラック 丸型 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2412 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ホワイト 丸型 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2420 ﾈｯｸﾚｽ専⽤台紙 ﾌﾞﾗｯｸ L ﾁｪｰﾝﾎﾟｹｯﾄ付き 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2422 ﾈｯｸﾚｽ専⽤台紙 ﾎﾜｲﾄ L ﾁｪｰﾝﾎﾟｹｯﾄ付き 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2430 ﾈｯｸﾚｽ専⽤台紙 ﾌﾞﾗｯｸ S ﾁｪｰﾝﾎﾟｹｯﾄ付き 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2432 ﾈｯｸﾚｽ専⽤台紙 ﾎﾜｲﾄ S ﾁｪｰﾝﾎﾟｹｯﾄ付き 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2550 タグセット クラフト 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2560 タグセット ホワイト 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
19-2600 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ブラック L 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2601 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ブラウン L 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2602 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ホワイト L 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2610 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ブラック M 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2611 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ブラウン M 300\ （税込\330) \340 （税込\374)



18/38 2022/8/1

品番 商品名 現⾏価格 新価格

2022年8⽉1⽇から 「改定」メーカー希望⼩売価格表

19-2612 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ホワイト M 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2620 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ブラック S 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2621 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ブラウン S 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2622 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ホワイト S 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2630 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ブラック LL 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2631 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ブラウン LL 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2632 ピアス・イヤリング専⽤台紙 ホワイト LL 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2640 ブローチ専⽤台紙 ブラック S 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2641 ブローチ専⽤台紙 ブラウン S 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2642 ブローチ専⽤台紙 ホワイト S 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2650 ブローチ専⽤台紙 ブラック L 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2651 ブローチ専⽤台紙 ブラウン L 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2652 ブローチ専⽤台紙 ホワイト L 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2670 ネックレス専⽤台紙 ブラック L 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2671 ネックレス専⽤台紙 ブラウン L 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2672 ネックレス専⽤台紙 ホワイト L 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2680 ネックレス専⽤台紙 ブラック S 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2681 ネックレス専⽤台紙 ブラウン S 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2682 ネックレス専⽤台紙 ホワイト S 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2690 ヘアアクセサリー専⽤台紙 ブラック 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2691 ヘアアクセサリー専⽤台紙 ブラウン 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2692 ヘアアクセサリー専⽤台紙 ホワイト 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2780 ネックレス専⽤台紙 ブラック ワイド 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2781 ネックレス専⽤台紙 ブラウン ワイド 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-2782 ネックレス専⽤台紙 ホワイト ワイド 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
19-8002 お試しセット ピアスネックレス 550\ （税込\605) \620 （税込\682)
20-243 Newアドタッチ ⾚枠 ￥ 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
20-245 Newアドタッチ ⾚枠 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
20-246 Newアドタッチ ⾚枠 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
20-247 Newアドタッチ ⾚枠 ￥ 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
20-324 Newアドタッチ 13×33 ⽩ 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
20-327 Newアドタッチ 8×20 ⽩ 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
20-368 Newアドタッチ ⾚枠 ￥ 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
20-500 貼ってはがせるクラフト値札 ⻑型 270\ （税込\297) \320 （税込\352)
20-508 OA対応貼ってはがせるクラフト値札 ⻑型 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
20-570 貼ってはがせるクラフト値札 メガネ型 270\ （税込\297) \320 （税込\352)
20-578 OA対応貼ってはがせるｸﾗﾌﾄ値札 メガネ型 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
20-588 固定⽤透明シール メガネ型 100⽚ 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
20-901 ラベルシール 9mm丸 ⾚ 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
20-902 ラベルシール 9mm丸 ⻩ 300\ （税込\330) \340 （税込\374)

20-1588 固定⽤透明シール メガネ型 500⽚ 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
21-10 アドテープ お勘定済 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
21-13 アドテープ プライス ⾚ 940\ （税込\1,034) \1,100 （税込\1,210)
21-38 アドテープ なま物ですので… 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
21-57 アドテープ For You 3,100\ （税込\3,410) \3,500 （税込\3,850)
21-61 アドテープ クリスマス 1,320\ （税込\1,452) \1,500 （税込\1,650)
21-66 アドテープ For You 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
21-67 アドテープ Especially For You 2,100\ （税込\2,310) \2,400 （税込\2,640)
21-68 アドテープ For You 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
21-69 アドテープ For You 1,100\ （税込\1,210) \1,300 （税込\1,430)
21-70 アドテープ For You 1,100\ （税込\1,210) \1,300 （税込\1,430)
21-72 アドテープ For You 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
21-86 アドテープ For You 1,320\ （税込\1,452) \1,500 （税込\1,650)
21-89 アドテープ Merry Christmas 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
21-90 アドテープ For You 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
21-91 アドテープ For You 桃 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
21-92 アドテープ For You ⽔ 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
21-98 アドテープ Especially For You ⾦ 1,300\ （税込\1,430) \1,500 （税込\1,650)

21-106 アドテープ For You 4,200\ （税込\4,620) \4,800 （税込\5,280)
21-107 アドテープ クローバー 2,600\ （税込\2,860) \3,000 （税込\3,300)
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21-108 アドテープ For You 2,700\ （税込\2,970) \3,100 （税込\3,410)
21-111 アドテープ 楕円 透明 ⼩ 650\ （税込\715) \740 （税込\814)
21-112 アドテープ 楕円 透明 ⼤ 850\ （税込\935) \960 （税込\1,056)
21-113 アドテープ Merry Xmas 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)

22-8 アドシール ⾚ケイ ￥ 210\ （税込\231) \240 （税込\264)
22-50 アドシール ￥ ⻩ 310\ （税込\341) \360 （税込\396)
22-51 アドシール ￥ ⻩ 240\ （税込\264) \280 （税込\308)

22-820 ギフトシール フラワーリボン 280\ （税込\308) \310 （税込\341)
22-823 ギフトシール 寿 280\ （税込\308) \310 （税込\341)
22-845 ギフトシール FOR YOU 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
22-852 ギフトシール Merry Xmas 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
22-906 ギフトシール Merry Xmas 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
22-912 ギフトシール FOR YOU 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
22-915 ギフトシール Merry Xmas 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
22-916 ギフトシール Merry Xmas 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
22-917 ギフトシール For You ⾚ 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
22-918 ギフトシール For You ⻘ 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
22-923 ギフトシール For You 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
22-929 ギフトシール For You 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
22-944 ギフトシール Happy Birthday 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
22-952 ギフトシール Merry Xʼmas 550\ （税込\605) \650 （税込\715)
22-970 ことばシール ありがとうございます 280\ （税込\308) \310 （税込\341)
22-971 ことばシール ほんの気持ちです 280\ （税込\308) \310 （税込\341)
22-972 ことばシール おめでとうございます 280\ （税込\308) \310 （税込\341)
22-973 ことばシール 感謝の気持ちです 280\ （税込\308) \310 （税込\341)
22-976 ことばシール お祝 280\ （税込\308) \310 （税込\341)

22-2051 アドシール ￥ ⻩ 250\ （税込\275) \290 （税込\319)
22-2200 ポップシール 無地 440\ （税込\484) \490 （税込\539)
22-2202 ポップシール 2割引 440\ （税込\484) \490 （税込\539)
22-2203 ポップシール 3割引 440\ （税込\484) \490 （税込\539)
22-2205 ポップシール 5割引 440\ （税込\484) \490 （税込\539)
22-2243 アドシール ⾚枠 税込 ￥ 280\ （税込\308) \310 （税込\341)
22-2343 アドシール ⻘枠 税込 ￥ 280\ （税込\308) \310 （税込\341)
22-2503 国旗シール Italy 280\ （税込\308) \310 （税込\341)
22-2507 国旗シール Japan 280\ （税込\308) \310 （税込\341)
22-2844 ギフトシール FOR YOU 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
22-2845 ギフトシール FOR YOU 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
22-2852 ギフトシール Merry Xʼmas 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
22-2906 ギフトシール Merry Xmas 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
22-2912 ギフトシール FOR YOU 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
22-2915 ギフトシール Merry Xmas 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
22-2916 ギフトシール Merry Xmas 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
22-2917 ギフトシール For You ⾚ 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
22-2918 ギフトシール For You ⻘ 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
22-2929 ギフトシール For You 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
22-2944 ギフトシール Happy Birthday 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
22-2952 ギフトシール Merry Xʼmas 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
22-2970 ことばシール ありがとうございます 1,750\ （税込\1,925) \1,950 （税込\2,145)
22-2971 ことばシール ほんの気持ちです 1,750\ （税込\1,925) \1,950 （税込\2,145)
22-2972 ことばシール おめでとうございます 1,750\ （税込\1,925) \1,950 （税込\2,145)
22-2973 ことばシール 感謝の気持ちです 1,750\ （税込\1,925) \1,950 （税込\2,145)
22-2976 ことばシール お祝 1,750\ （税込\1,925) \1,950 （税込\2,145)
22-4003 ギフトシール For You 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
22-4024 ギフトシール For You 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
22-4033 ギフトシール For You 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
22-4034 ギフトシール For You 桃 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
22-4035 ギフトシール For You ⻘ 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
22-4036 ギフトシール For You 1,800\ （税込\1,980) \2,000 （税込\2,200)
22-4037 ギフトシール Merry Christmas 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
22-4043 ギフトシール Happy Birthday 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
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22-4046 ギフトシール Merry Christmas 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
22-4050 ギフトシール Merry Christmas ⽩ 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
22-4051 ギフトシール Merry Christmas ⾦ 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
22-4054 ギフトシール Merry Christmas ⾚ 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
22-4055 ギフトシール Merry Christmas 緑 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
22-4056 ギフトシール Merry Christmas 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
22-4057 ギフトシール Valentineʼs Day 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
22-4058 ギフトシール White Day 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
23-306 アドポップ お早くお召し上り下さい 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-308 アドポップ 本⽇の特売品 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-328 アドポップ 要冷蔵 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-339 アドポップ ⾒本SAMPLE 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-350 アドポップ 特撰 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-351 アドポップ 特撰 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-396 アドポップ お買得品 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-397 アドポップ 広告の品 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-400 アドポップ 値引シール ○円引 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-402 アドポップ 値引シール 20円引 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-403 アドポップ 値引シール 30円引 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-405 アドポップ 値引シール 50円引 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-410 アドポップ 値引シール 100円引 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-422 アドポップ お買得品 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-432 アドポップ 値引シール 20円引 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-433 アドポップ 値引シール 30円引 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-435 アドポップ 値引シール 50円引 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-440 アドポップ 値引シール 100円引 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-614 アドポップ 値引シール 半額 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
23-651 アドポップ 新物 220\ （税込\242) \250 （税込\275)

23-1402 アドポップ 値引シール ２０円引 1,240\ （税込\1,364) \1,400 （税込\1,540)
23-1403 アドポップ 値引シール ３０円引 1,240\ （税込\1,364) \1,400 （税込\1,540)
23-1405 アドポップ 値引シール ５０円引 1,240\ （税込\1,364) \1,400 （税込\1,540)
23-1410 アドポップ 値引シール１００円引 1,240\ （税込\1,364) \1,400 （税込\1,540)
23-1432 アドポップ 値引シール ２０円引 1,240\ （税込\1,364) \1,400 （税込\1,540)

24-51 アドインデックス ⾚ ⼩ 110\ （税込\121) \130 （税込\143)
24-52 アドインデックス ⾚ 中 110\ （税込\121) \130 （税込\143)
24-53 アドインデックス ⾚ ⼤ 110\ （税込\121) \130 （税込\143)
24-61 アドインデックス ⻘ ⼩ 110\ （税込\121) \130 （税込\143)
24-62 アドインデックス ⻘ 中 110\ （税込\121) \130 （税込\143)
24-63 アドインデックス ⻘ ⼤ 110\ （税込\121) \130 （税込\143)

24-530 ステッカー ⼿指の消毒にご協⼒お願い致し 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
24-531 ステッカー マスクの着⽤ ご協⼒お願い致し 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
24-532 ステッカー ⾶沫防⽌対策実施中 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
24-533 ステッカー 除菌・清掃徹底しています 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
24-534 ステッカー 距離をあけてお並びください 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
24-535 ステッカー ご協⼒ありがとうございます 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
24-536 ステッカー TAKE OUT 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
24-537 ｽﾃｯｶｰ いつもキレイにご利⽤いただきありが 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
24-538 ｽﾃｯｶｰ 使⽤後はフタを閉めてから⽔を流しま 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
24-539 ｽﾃｯｶｰ トイレは座ってご利⽤ください 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
24-540 ｽﾃｯｶｰ ⼿を洗いましょう 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
24-541 注意ステッカー 撮影禁⽌ 300\ （税込\330) \330 （税込\363)
24-542 注意ステッカー 飲⾷禁⽌ 300\ （税込\330) \330 （税込\363)
24-543 注意ステッカー 防犯カメラ作動中 300\ （税込\330) \330 （税込\363)
24-544 注意ステッカー 万引きは犯罪です 300\ （税込\330) \330 （税込\363)
24-610 福袋シール ⼩ 340\ （税込\374) \380 （税込\418)
24-611 福袋シール 中 360\ （税込\396) \400 （税込\440)
24-612 福袋シール ⼤ 480\ （税込\528) \530 （税込\583)

24-1900 シール札紙 無字 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
24-1901 シール札紙 御中元 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
24-1902 シール札紙 御歳暮 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
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24-1910 OA対応シール札紙 無字 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
24-1911 OA対応シール札紙 御中元 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
24-1912 OA対応シール札紙 御歳暮 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
24-1920 OA対応シール札紙A4 無字 1,500\ （税込\1,650) \1,700 （税込\1,870)
24-1921 OA対応シール札紙A4 御中元 1,500\ （税込\1,650) \1,700 （税込\1,870)
24-1922 OA対応シール札紙A4 御歳暮 1,500\ （税込\1,650) \1,700 （税込\1,870)
24-5000 ウォールステッカーおうち七⼣ 1,500\ （税込\1,650) \1,700 （税込\1,870)
24-5001 ウォールステッカーおうちクリスマス 1,500\ （税込\1,650) \1,700 （税込\1,870)
25-300 荷札シール 取扱注意 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
25-301 荷札シール ワレモノ 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
25-302 荷札シール ドライバーの⽅へ 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
25-303 荷札シール ⼤切なお届けもの 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
25-304 荷札シール Take Care 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
25-305 荷札シールミニ 取扱注意 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
25-306 荷札シールミニ この⾯を上に 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
25-307 荷札シールミニ ⼤切なお届けものです 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
25-308 荷札シールミニ ドライバーの⽅へ 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
25-309 荷札シールミニ TAKE CARE 280\ （税込\308) \300 （税込\330)
25-310 荷札シール 取扱注意 900\ （税込\990) \970 （税込\1,067)
25-311 荷札シール ⼤切なお届け物 900\ （税込\990) \970 （税込\1,067)
25-312 荷札シール ご注意ください 900\ （税込\990) \970 （税込\1,067)
25-313 荷札シール ドライバーの⽅へ 900\ （税込\990) \970 （税込\1,067)
26-617 ナプキン 6っ折 ⽩無地 2,100\ （税込\2,310) \2,400 （税込\2,640)

26-2103 敷紙 3号 ⾚枠 厚⼝ 190\ （税込\209) \220 （税込\242)
26-2104 敷紙 4号 ⾚枠 厚⼝ 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
26-2105 敷紙 5号 ⾚枠 厚⼝ 370\ （税込\407) \420 （税込\462)
26-2106 敷紙 6号 ⾚枠 厚⼝ 480\ （税込\528) \550 （税込\605)
26-2107 敷紙 7号 ⾚枠 厚⼝ 670\ （税込\737) \760 （税込\836)
26-2108 敷紙 8号 ⾚枠 厚⼝ 920\ （税込\1,012) \1,100 （税込\1,210)
26-2144 敷紙 4号 緑枠 厚⼝ 280\ （税込\308) \320 （税込\352)

28-14 札紙 無字 蓮･銀箔 910\ （税込\1,001) \1,050 （税込\1,155)
28-20 札紙 ⽩寿 命名 折鶴 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
28-24 札紙 無字 蓮 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
28-40 札紙 輪のし 無字 450\ （税込\495) \510 （税込\561)
28-41 札紙 輪のし 御中元 450\ （税込\495) \510 （税込\561)
28-42 札紙 輪のし 御歳暮 450\ （税込\495) \510 （税込\561)
28-43 札紙 輪のし 御年賀 450\ （税込\495) \510 （税込\561)
28-50 札紙 輪のし 無字 幅広 450\ （税込\495) \510 （税込\561)
28-51 札紙 朝顔柄 お中元 幅広 450\ （税込\495) \510 （税込\561)
28-52 札紙 花柄 お歳暮 幅広 450\ （税込\495) \510 （税込\561)
28-82 札紙 命名 ⾦箔 短⼨ 770\ （税込\847) \870 （税込\957)

28-145 札紙 輪のし 無字 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
28-146 札紙 輪のし 御中元 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
28-147 札紙 輪のし 御歳暮 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
28-148 札紙 輪のし 御年賀 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
28-214 札紙 仏⽤ 蓮浮出 様御席 960\ （税込\1,056) \1,100 （税込\1,210)
28-266 アド札紙 輪のし 御中元 670\ （税込\737) \760 （税込\836)
28-267 アド札紙 輪のし 御歳暮 670\ （税込\737) \760 （税込\836)
28-268 アド札紙 輪のし 無字 670\ （税込\737) \760 （税込\836)
28-275 アド札紙 輪のし 御年賀 670\ （税込\737) \760 （税込\836)
28-301 命名紙 B3判変形 多⾊刷 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
28-401 命名紙 B4判変形 鶴⻲ 240\ （税込\264) \280 （税込\308)
28-411 命名紙 B4判変形 ⾦字 浮出 320\ （税込\352) \360 （税込\396)
28-420 OA命名紙 レース ピンク 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
28-421 OA命名紙 レース ブルー 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
28-422 OA命名紙 縁起物 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
28-450 抗ウイルス加⼯ 命名紙 縁起物 450\ （税込\495) \500 （税込\550)
28-506 札紙 花結び 御中元 320\ （税込\352) \370 （税込\407)
28-507 札紙 花結び 御歳暮 320\ （税込\352) \370 （税込\407)
28-508 札紙 花結び 無字 320\ （税込\352) \370 （税込\407)
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28-515 札紙 花結び 御年賀 320\ （税込\352) \370 （税込\407)
28-516 札紙 ⻩⽔引 無字 320\ （税込\352) \370 （税込\407)
28-517 札紙 五本結切 御佛前 320\ （税込\352) \370 （税込\407)
28-518 札紙 五本結切 御霊前 320\ （税込\352) \370 （税込\407)
28-520 札紙 五本結切 無字 320\ （税込\352) \370 （税込\407)
28-614 札紙 御供 250\ （税込\275) \290 （税込\319)
28-706 札紙 都のし 御中元 310\ （税込\341) \350 （税込\385)
28-707 札紙 都のし 御歳暮 310\ （税込\341) \350 （税込\385)
28-708 札紙 都のし 無字 310\ （税込\341) \350 （税込\385)
28-715 札紙 都のし 御年賀 310\ （税込\341) \350 （税込\385)
28-718 札紙 都のし 暑中御⾒舞 310\ （税込\341) \350 （税込\385)
28-726 札紙 都のし 御中元 310\ （税込\341) \350 （税込\385)
28-727 札紙 都のし 御歳暮 310\ （税込\341) \350 （税込\385)
28-728 札紙 都のし 無字 310\ （税込\341) \350 （税込\385)
28-735 札紙 都のし 御年賀 310\ （税込\341) \350 （税込\385)
28-826 アド札紙 輪のし 御中元 910\ （税込\1,001) \1,050 （税込\1,155)
28-827 アド札紙 輪のし 御歳暮 910\ （税込\1,001) \1,050 （税込\1,155)
28-828 アド札紙 輪のし 無字 910\ （税込\1,001) \1,050 （税込\1,155)
28-835 アド札紙 輪のし 御年賀 910\ （税込\1,001) \1,050 （税込\1,155)
28-956 OA対応札紙 輪のし 御中元 860\ （税込\946) \980 （税込\1,078)
28-957 OA対応札紙 輪のし 御歳暮 860\ （税込\946) \980 （税込\1,078)
28-958 OA対応札紙 輪のし 無字 860\ （税込\946) \980 （税込\1,078)
28-959 OA対応札紙 ⽩寿 折鶴柄⼊ 860\ （税込\946) \980 （税込\1,078)
28-960 OA対応札紙 無字 680\ （税込\748) \770 （税込\847)
28-961 OA対応札紙 蝶結 祝 860\ （税込\946) \980 （税込\1,078)
28-962 OA対応札紙 都のし 祝 860\ （税込\946) \980 （税込\1,078)

28-2000 OA対応札紙 花結び 幅広 450\ （税込\495) \510 （税込\561)
28-2002 OA対応札紙 都のし 幅広 450\ （税込\495) \510 （税込\561)
28-3010 札紙 命名 ⾦箔 960\ （税込\1,056) \1,100 （税込\1,210)
28-3110 札紙 命名 ⾦箔 780\ （税込\858) \900 （税込\990)

31-31 ⾦紙 ⼩判 460×360 4,000\ （税込\4,400) \4,600 （税込\5,060)
31-32 銀紙 ⼩判 460×360 4,000\ （税込\4,400) \4,600 （税込\5,060)
31-41 ⾦紙 ⼤判 740×550 9,000\ （税込\9,900) \10,400 （税込\11,440)
31-42 銀紙 ⼤判 740×550 9,000\ （税込\9,900) \10,400 （税込\11,440)

31-2200 和紙千代紙 わらべ ロールセット 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
32-1463 宅配袋 未晒 260×80×320 50P 3,670\ （税込\4,037) \4,000 （税込\4,400)
32-1464 宅配袋 未晒 320×110×400 50P 4,100\ （税込\4,510) \4,450 （税込\4,895)
32-5517 賞状盆 中 515×358×48 6,100\ （税込\6,710) \6,500 （税込\7,150)
32-5571 テープカット⽤⼿袋 400\ （税込\440) \440 （税込\484)
32-5572 テープカット⽤ハサミ 7,500\ （税込\8,250) \8,000 （税込\8,800)
34-121 カード⽴ フック式 PET・トーメイ 540\ （税込\594) \570 （税込\627)
34-221 カード⽴ フック式 PET・トーメイ 630\ （税込\693) \650 （税込\715)
34-321 カード⽴ フック式 PET・トーメイ 780\ （税込\858) \800 （税込\880)
34-615 カード⽴ 三⾓型 アクリル・トーメイ 1,650\ （税込\1,815) \1,700 （税込\1,870)

34-1056 カード⽴ ⼭型アクリル・トーメイ 700\ （税込\770) \750 （税込\825)
34-2003 特殊カード⽴ クリップマグネット 1,100\ （税込\1,210) \1,210 （税込\1,331)
34-2004 特殊カード⽴ パネル⽤マグネット 850\ （税込\935) \940 （税込\1,034)
34-2005 特殊カード⽴ ワイドビッグクリップ 1,300\ （税込\1,430) \1,430 （税込\1,573)
34-2016 カード⽴ クリップタイプ 850\ （税込\935) \870 （税込\957)
34-2017 カード⽴ 両端クリップ 1,000\ （税込\1,100) \1,020 （税込\1,122)
34-2018 カード⽴ 差し込み式 1,600\ （税込\1,760) \1,640 （税込\1,804)
34-2019 カード⽴ 差し込み式 1,750\ （税込\1,925) \1,790 （税込\1,969)
34-2021 カード⽴ クリップ式 1,850\ （税込\2,035) \1,890 （税込\2,079)
34-2022 カード⽴ クリップ式 2,100\ （税込\2,310) \2,150 （税込\2,365)
34-2023 カード⽴ クリップ式 2,200\ （税込\2,420) \2,250 （税込\2,475)
34-2036 カード⽴ 特殊機能タイプ 900\ （税込\990) \920 （税込\1,012)
34-2038 カード⽴ 特殊機能タイプ 1,000\ （税込\1,100) \1,020 （税込\1,122)
34-2720 卓上メニュー⽴ T型 ⼩ 530\ （税込\583) \580 （税込\638)
34-2820 卓上メニュー⽴ T型 中 650\ （税込\715) \710 （税込\781)
34-2920 卓上メニュー⽴ T型 ⼤ 980\ （税込\1,078) \1,020 （税込\1,122)
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34-3120 カード⽴ L型 PET・トーメイ 950\ （税込\1,045) \1,000 （税込\1,100)
34-3121 カード⽴ L型 PET・トーメイ 950\ （税込\1,045) \1,000 （税込\1,100)
34-3122 カード⽴ L型 PET・トーメイ 1,000\ （税込\1,100) \1,050 （税込\1,155)
34-3123 カード⽴ L型 PET・トーメイ 1,150\ （税込\1,265) \1,220 （税込\1,342)
34-3124 カード⽴ L型 PET・トーメイ 1,400\ （税込\1,540) \1,490 （税込\1,639)
34-3125 カード⽴ L型 PET・トーメイ 1,550\ （税込\1,705) \1,650 （税込\1,815)
34-3126 カード⽴ L型 PET・トーメイ 1,850\ （税込\2,035) \1,970 （税込\2,167)
34-3220 カード⽴ L型 PET・トーメイ 1,150\ （税込\1,265) \1,220 （税込\1,342)
34-3320 カード⽴ L型 PET・トーメイ 1,350\ （税込\1,485) \1,430 （税込\1,573)
34-3514 カード⽴ L型アクリル・トーメイ 1,650\ （税込\1,815) \1,700 （税込\1,870)
34-3524 カード⽴ L型アクリル・トーメイ 2,350\ （税込\2,585) \2,400 （税込\2,640)
34-4201 アクセサリー台紙⽤スタンド S 960\ （税込\1,056) \980 （税込\1,078)
34-4202 アクセサリー台紙⽤スタンド L 960\ （税込\1,056) \980 （税込\1,078)

35-90 カット薄紙（薄葉紙） ホワイト 500\ （税込\550) \520 （税込\572)
35-91 カット薄紙（薄葉紙）アイボリー 550\ （税込\605) \570 （税込\627)
35-92 カット薄紙（薄葉紙）ピンク 550\ （税込\605) \570 （税込\627)
35-93 カット薄紙（薄葉紙）ブルー 550\ （税込\605) \570 （税込\627)
35-94 カット薄紙（薄葉紙）ライトグリーン 550\ （税込\605) \570 （税込\627)
35-95 カット薄紙（薄葉紙）バイオレット 550\ （税込\605) \570 （税込\627)
35-96 カット薄紙（薄葉紙）ブラウン 600\ （税込\660) \620 （税込\682)
35-97 カット薄紙（薄葉紙）ブラック 600\ （税込\660) \620 （税込\682)

35-556 ロール包装紙 タータンチェックR 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-557 ロール包装紙 タータンチェックB 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-560 ロール包装紙 ハートアップリケ 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-568 ロール包装紙 タイムズフラワー 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-571 ロール包装紙 ラフィネ 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-574 ロール包装紙 ニュースペーパー 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-575 ロール包装紙 ファンタジア 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-578 ロール包装紙 プリュジュール 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-590 ロール包装紙 パレードタウンP 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-591 ロール包装紙 パレードタウンB 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-593 ロール包装紙 ファンシーフラワー 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-594 ロール包装紙 アモール 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-597 ロール包装紙 ハッピークローバー 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-601 ロール包装紙 和ごころ桜 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-603 ロール包装紙 ボンジュール 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-606 ロール包装紙 ラブリーフォー 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-608 ロール包装紙 フラワーレターO 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-609 ロール包装紙 和華 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-611 ロール包装紙 パリ街⾓ 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-613 ロール包装紙 ベビートイズ 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-614 ロール包装紙 レフィナード 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-615 ロール包装紙 フラールリボン銀 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-616 ロール包装紙 ⾶翔 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-658 ロール包装紙 リースサンタ⾚ 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-659 ロール包装紙 リースサンタ緑 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-672 ロール包装紙 ミルトピンク 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-673 ロール包装紙 ミルトブルー 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-684 ロール包装紙 祝い梅 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-689 ロール包装紙 フラールリボン⾦ 半才2P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-858 ロール包装紙 リースサンタ⾚ 全判2P 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
35-859 ロール包装紙 リースサンタ緑 全判2P 400\ （税込\440) \450 （税込\495)

35-1490 包装紙 薄葉紙 ホワイト 半才判 1,650\ （税込\1,815) \1,700 （税込\1,870)
35-1491 包装紙 薄葉紙 アイボリー 半才判 2,100\ （税込\2,310) \2,170 （税込\2,387)
35-1492 包装紙 薄葉紙 ピンク 半才判 2,100\ （税込\2,310) \2,170 （税込\2,387)
35-1493 包装紙 薄葉紙 ブルー 半才判 2,100\ （税込\2,310) \2,170 （税込\2,387)
35-1494 包装紙 薄葉紙 ライトグリーン 半才判 2,100\ （税込\2,310) \2,170 （税込\2,387)
35-1495 包装紙 薄葉紙 バイオレット 半才判 2,100\ （税込\2,310) \2,170 （税込\2,387)
35-1496 包装紙 薄葉紙 ブラウン 半才判 2,600\ （税込\2,860) \2,680 （税込\2,948)
35-1497 包装紙 薄葉紙 ブラック 半才判 2,600\ （税込\2,860) \2,680 （税込\2,948)
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35-1899 ロール包装紙 クリスマス6柄セット 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
35-1965 ロール包装紙 バラエティA10柄セット 9,000\ （税込\9,900) \10,500 （税込\11,550)
35-1988 ロール包装紙 バラエティB3 10柄セット 9,000\ （税込\9,900) \10,500 （税込\11,550)
35-3453 ﾃﾞｺﾗﾊﾟｯｸ パリ 160×210＋90 ﾋﾟﾝｸ 50P 1,100\ （税込\1,210) \1,300 （税込\1,430)
35-3454 ﾃﾞｺﾗﾊﾟｯｸ パリ 160×210＋90 ﾌﾞﾙｰ 50P 1,100\ （税込\1,210) \1,300 （税込\1,430)
35-3463 ﾃﾞｺﾗﾊﾟｯｸ パリ 240×310＋120 ﾋﾟﾝｸ 50P 2,300\ （税込\2,530) \2,650 （税込\2,915)
35-3464 ﾃﾞｺﾗﾊﾟｯｸ パリ 240×310＋120 ﾌﾞﾙｰ 50P 2,300\ （税込\2,530) \2,650 （税込\2,915)
35-3920 パックハンドル 40×175+110 850\ （税込\935) \980 （税込\1,078)
35-3921 パックハンドル 40×175+145 900\ （税込\990) \1,040 （税込\1,144)
35-3922 パックハンドル 80×240+150 790\ （税込\869) \920 （税込\1,012)
35-3923 パックハンドル 80×240+250 800\ （税込\880) \920 （税込\1,012)
35-4053 ﾃﾞｺﾗﾊﾟｯｸ パリ 160×210＋90 ﾋﾟﾝｸ 20P 520\ （税込\572) \600 （税込\660)
35-4054 ﾃﾞｺﾗﾊﾟｯｸ パリ 160×210＋90 ﾌﾞﾙｰ 20P 520\ （税込\572) \600 （税込\660)
35-4063 ﾃﾞｺﾗﾊﾟｯｸ パリ 240×310＋120 ﾋﾟﾝｸ 20P 1,100\ （税込\1,210) \1,270 （税込\1,397)
35-4064 ﾃﾞｺﾗﾊﾟｯｸ パリ 240×310＋120 ﾌﾞﾙｰ 20P 1,100\ （税込\1,210) \1,270 （税込\1,397)
35-5720 ⼿提げ袋 ﾊﾟｰﾙﾊﾞｯｸﾞ 350×250×350 ⽩ 10P 5,100\ （税込\5,610) \5,800 （税込\6,380)
35-5721 ⼿提げ袋 ﾊﾟｰﾙﾊﾞｯｸﾞ 350×250×450 ⽩ 10P 5,700\ （税込\6,270) \6,700 （税込\7,370)
35-6605 ビニタイ メタリック ゴールド 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
35-6606 ビニタイ メタリック シルバー 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
35-6760 スターボウ ホイルスター ⾦ 100P 3,500\ （税込\3,850) \4,100 （税込\4,510)
35-6762 スターボウ ホイルスター ⾚ 100P 3,500\ （税込\3,850) \4,100 （税込\4,510)
35-6769 スターボウ ホイルスター 混⾊ 100P 3,500\ （税込\3,850) \4,100 （税込\4,510)
35-6850 スターボウ ホイルスター ⾦ 5P 230\ （税込\253) \270 （税込\297)
35-6852 スターボウ ホイルスター ⾚ 5P 230\ （税込\253) \270 （税込\297)
35-6860 プレーンタイリボン ⾦ 5P 250\ （税込\275) \290 （税込\319)
35-6861 プレーンタイリボン ⾚ 5P 250\ （税込\275) \290 （税込\319)
35-6865 プレーンタイリボン ⾚ 50P 1,700\ （税込\1,870) \2,000 （税込\2,200)
35-6866 プレーンタイリボン 緑 50P 1,700\ （税込\1,870) \2,000 （税込\2,200)
35-6867 プレーンタイリボン 桃 50P 1,700\ （税込\1,870) \2,000 （税込\2,200)
35-6868 プレーンタイリボン ⽔ 50P 1,700\ （税込\1,870) \2,000 （税込\2,200)
35-6869 プレーンタイリボン ⾦ 50P 1,700\ （税込\1,870) \2,000 （税込\2,200)
35-6995 スターボウ ホイルスター 混⾊ 5P 230\ （税込\253) \270 （税込\297)
35-7201 ペーパーラフィット ⾚ 550\ （税込\605) \640 （税込\704)
35-7202 ペーパーラフィット ⽩ 550\ （税込\605) \640 （税込\704)
35-7203 ペーパーラフィット ピンク 550\ （税込\605) \640 （税込\704)
35-7204 ペーパーラフィット ⽔ 550\ （税込\605) \640 （税込\704)
35-7207 ペーパーラフィット ⿇ 550\ （税込\605) \640 （税込\704)
35-7211 ペーパーラフィット 緑 550\ （税込\605) \640 （税込\704)
35-8490 包装紙 薄葉紙 ホワイト 全判 3,000\ （税込\3,300) \3,200 （税込\3,520)
35-8499 薄葉紙 ⽩ 全判 3,400\ （税込\3,740) \3,600 （税込\3,960)
35-9453 デコラパック パリ 160×210＋90 ピンク 5P 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
35-9454 デコラパック パリ 160×210＋90 ブルー 5P 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
35-9463 ﾃﾞｺﾗﾊﾟｯｸ パリ 240×310＋120 ﾋﾟﾝｸ 5P 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
35-9464 ﾃﾞｺﾗﾊﾟｯｸ パリ 240×310＋120 ﾌﾞﾙｰ 5P 400\ （税込\440) \460 （税込\506)

37-20 POPプレート 数字3サイズ組み 1,100\ （税込\1,210) \1,250 （税込\1,375)
37-21 POPプレート ひらがな 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
37-22 POPプレート カタカナ 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)

37-230 POPスタンド ワンタッチ式 2,100\ （税込\2,310) \2,400 （税込\2,640)
37-232 L型マグネットスタンド 固定式 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
37-233 L型マグネットスタンド スライド式 2,900\ （税込\3,190) \3,300 （税込\3,630)
37-236 フロアスタンド ワンタッチ式 12,000\ （税込\13,200) \14,400 （税込\15,840)
37-237 カードスタンド クリップ式 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
37-240 POPスタンド ワンタッチ式10⼊ 2,000\ （税込\2,200) \2,240 （税込\2,464)
37-522 組⽴式 卓上サインPOP 間隔をあけてご利⽤ 800\ （税込\880) \900 （税込\990)
37-523 組⽴式 卓上サインPOP 当店おすすめ 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
37-524 組⽴式 卓上サインPOP 今 売れています！ 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
37-530 スイングPOP ゆらりん 1g対応 350\ （税込\385) \400 （税込\440)
37-531 スイングPOP ゆらりん 2g対応 350\ （税込\385) \400 （税込\440)
37-541 フックシール 800\ （税込\880) \900 （税込\990)
37-570 イヤリング固定⽤スポンジ 2mm 630\ （税込\693) \700 （税込\770)
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37-571 イヤリング固定⽤スポンジ 4mm 680\ （税込\748) \750 （税込\825)
37-800 フロア案内シール 丸型 ⾚ 1,900\ （税込\2,090) \2,100 （税込\2,310)
37-801 フロア案内シール ⼀旦停⽌⾜型 ⾚ 1,900\ （税込\2,090) \2,100 （税込\2,310)
37-802 フロア案内シール キッズ⽤ 1,900\ （税込\2,090) \2,100 （税込\2,310)

37-2185 アイガード 7,000\ （税込\7,700) \7,900 （税込\8,690)
37-2187 フィルム窓付き段ボールパーテーション ⼩ 1,600\ （税込\1,760) \1,920 （税込\2,112)
37-2188 フィルム窓付き段ボールパーテーション ⼤ 2,300\ （税込\2,530) \2,760 （税込\3,036)
37-5001 着画作成キット(ピアス)⽇本⼈モデルフォト 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
37-5002 着画作成キット(ピアス)外国⼈モデルフォト 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
37-5003 着画作成ｷｯﾄ（ﾋﾟｱｽ）ﾅﾁｭﾗﾙﾓﾃﾞﾙﾌｫﾄ 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
37-5004 着画作成ｷｯﾄ（ﾋﾟｱｽ）ｼｰｽﾞﾝﾓﾃﾞﾙﾌｫﾄ（秋冬） 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
37-5005 着画作成ｷｯﾄ（ﾋﾟｱｽ）ｼｰｽﾞﾝﾓﾃﾞﾙﾌｫﾄ（春夏） 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
37-5006 着画作成キット・ネックレス⽤ 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
37-5007 着画作成キット・ヘアアクセ⽤ 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
37-5008 着画作成キット(ピアス) ⽇常モデルフォト 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
37-5009 着画作成キット(ピアス) ﾌｫｰﾏﾙﾓﾃﾞﾙﾌｫﾄ 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
37-5010 着画作成キット（ブレスレット） 指輪⽤ 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
37-5011 着画作成ｷｯﾄ（男性ﾓﾃﾞﾙﾌｫﾄ） ﾌﾙｾｯﾄ 1,600\ （税込\1,760) \1,800 （税込\1,980)
37-5013 着画作成ｷｯﾄ(ﾋﾟｱｽ)ﾅﾁｭﾗﾙ外国⼈ﾓﾃﾞﾙﾌｫﾄ 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
37-5014 着画作成ｷｯﾄ(ﾍｱｱｸｾ)ﾅﾁｭﾗﾙﾓﾃﾞﾙﾌｫﾄ 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
37-5015 着画作成ｷｯﾄ(ﾋﾟｱｽ)両⽿モデルフォト 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
37-5016 着画作成ｷｯﾄ(ネックレス)イメージモデルフ 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
37-7834 ガランガランベル ⼩ 13,500\ （税込\14,850) \15,600 （税込\17,160)
37-7835 ガランガランベル ⼤ 22,000\ （税込\24,200) \25,300 （税込\27,830)
37-7901 抽せん箱 ラッキーボックス 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
37-7902 抽せん箱 おたのしみ抽せん箱 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
37-7906 抽選箱 ⼩ ⽩ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
37-7907 抽選箱 ⼩ ⾦ 390\ （税込\429) \460 （税込\506)
37-7908 抽選箱 ⼩ 銀 390\ （税込\429) \460 （税込\506)
37-7909 抽選箱 招き猫（窓付） 660\ （税込\726) \750 （税込\825)
37-7910 抽選箱 ⼩ ⿊ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
37-7911 クリア抽選箱（透明） 550\ （税込\605) \620 （税込\682)
37-7912 抽選箱 LUCKYBOX 440\ （税込\484) \500 （税込\550)
37-7913 ⼿作り抽選箱キット 750\ （税込\825) \850 （税込\935)
37-7914 抽選箱⽤ ⽬隠しーと 200\ （税込\220) \230 （税込\253)
37-7915 斜め型抽選箱 LUCKY BOX 600\ （税込\660) \680 （税込\748)
37-7916 BIG抽選箱 ⽩ 27cm⾓ 750\ （税込\825) \850 （税込\935)
37-7917 抽選箱⽤ ⽬隠しーと ⼤ 350\ （税込\385) \400 （税込\440)
37-7918 抽選箱 ⽩ 20cm⾓ 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
37-8080 募⾦箱 底ボール紙付 ⽩無地 500\ （税込\550) \580 （税込\638)
40-1021 紙吹雪 50g 550\ （税込\605) \630 （税込\693)
40-3081 紅⽩テープ 50m巻 1,600\ （税込\1,760) \1,920 （税込\2,112)
40-3095 国旗セットD 5,200\ （税込\5,720) \5,750 （税込\6,325)
40-3100 ⽩無地 ⼤旗 1,700\ （税込\1,870) \1,900 （税込\2,090)
40-3101 祭袢天 市松⻘ 2〜3才⽤ 4,300\ （税込\4,730) \4,730 （税込\5,203)
40-3102 祭袢天 市松⻘ 4〜6才⽤ 4,800\ （税込\5,280) \5,280 （税込\5,808)
40-3103 祭袢天 市松⻘ 7〜10才⽤ 5,200\ （税込\5,720) \5,750 （税込\6,325)
40-3104 祭袢天 市松⻘ 11〜13才⽤ 5,500\ （税込\6,050) \6,050 （税込\6,655)
40-3106 祭袢天 市松⻘ ⼤⼈ M 6,200\ （税込\6,820) \6,850 （税込\7,535)
40-3107 祭袢天 市松⻘ ⼤⼈ L 6,400\ （税込\7,040) \7,050 （税込\7,755)
40-3111 祭袢天 市松⾚ 2〜3才⽤ 4,300\ （税込\4,730) \4,730 （税込\5,203)
40-3112 祭袢天 市松⾚ 4〜6才⽤ 4,800\ （税込\5,280) \5,280 （税込\5,808)
40-3113 祭袢天 市松⾚ 7〜10才⽤ 5,200\ （税込\5,720) \5,750 （税込\6,325)
40-3114 祭袢天 市松⾚ 11〜13才⽤ 5,500\ （税込\6,050) \6,050 （税込\6,655)
40-3116 祭袢天 市松⾚ ⼤⼈ M 6,200\ （税込\6,820) \6,850 （税込\7,535)
40-3117 祭袢天 市松⾚ ⼤⼈ L 6,400\ （税込\7,040) \7,050 （税込\7,755)
40-3201 祭袢天 輪つなぎ⻘ 2〜3才⽤ 4,300\ （税込\4,730) \4,730 （税込\5,203)
40-3202 祭袢天 輪つなぎ⻘ 4〜6才⽤ 4,800\ （税込\5,280) \5,280 （税込\5,808)
40-3203 祭袢天 輪つなぎ⻘ 7〜10才⽤ 5,200\ （税込\5,720) \5,720 （税込\6,292)
40-3204 祭袢天 輪つなぎ⻘ 11〜13才⽤ 5,500\ （税込\6,050) \6,050 （税込\6,655)
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40-3206 祭袢天 輪つなぎ⻘ ⼤⼈ M 6,200\ （税込\6,820) \6,820 （税込\7,502)
40-3207 祭袢天 輪つなぎ⻘ ⼤⼈ L 6,400\ （税込\7,040) \7,040 （税込\7,744)
40-3211 祭袢天 輪つなぎ⾚ 2〜3才⽤ 4,300\ （税込\4,730) \4,730 （税込\5,203)
40-3212 祭袢天 輪つなぎ⾚ 4〜6才⽤ 4,800\ （税込\5,280) \5,280 （税込\5,808)
40-3213 祭袢天 輪つなぎ⾚ 7〜10才⽤ 5,200\ （税込\5,720) \5,720 （税込\6,292)
40-3214 祭袢天 輪つなぎ⾚ 11〜13才⽤ 5,500\ （税込\6,050) \6,050 （税込\6,655)
40-3216 祭袢天 輪つなぎ⾚ ⼤⼈ M 6,200\ （税込\6,820) \6,820 （税込\7,502)
40-3217 祭袢天 輪つなぎ⾚ ⼤⼈ L 6,400\ （税込\7,040) \7,040 （税込\7,744)
40-4331 メッキテープ 緑 15mm×100m 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
40-4332 メッキテープ 桃 15mm×100m 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
40-4333 メッキテープ ⾦ 15mm×100m 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
40-4334 メッキテープ 銀 15mm×100m 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
40-4335 メッキテープ ⻘ 15mm×100m 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
40-4336 メッキテープ ⾚ 15mm×100m 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
40-4390 メッキテープ 星⼩ ⾦ 50mm×100m 3,600\ （税込\3,960) \4,100 （税込\4,510)
40-4391 メッキテープ 星⼩ 桃 50mm×100m 3,600\ （税込\3,960) \4,100 （税込\4,510)
40-4392 メッキテープ 星⼩ ⻘ 50mm×100m 3,600\ （税込\3,960) \4,100 （税込\4,510)
40-4396 メッキテープ ホログラム ⾦ 50mm×100m 5,500\ （税込\6,050) \6,300 （税込\6,930)
40-4397 メッキテープ ホログラム 銀 50mm×100m 5,500\ （税込\6,050) \6,300 （税込\6,930)
40-4451 メッキテープ 緑 25mm×20m 3,800\ （税込\4,180) \4,300 （税込\4,730)
40-4452 メッキテープ 桃 25mm×20m 3,800\ （税込\4,180) \4,300 （税込\4,730)
40-4453 メッキテープ ⾦ 25mm×20m 3,800\ （税込\4,180) \4,300 （税込\4,730)
40-4454 メッキテープ 銀 25mm×20m 3,800\ （税込\4,180) \4,300 （税込\4,730)
40-4455 メッキテープ ⻘ 25mm×20m 3,800\ （税込\4,180) \4,300 （税込\4,730)
40-4456 メッキテープ ⾚ 25mm×20m 3,800\ （税込\4,180) \4,300 （税込\4,730)
40-4459 メッキテープ 6⾊セット 3,800\ （税込\4,180) \4,300 （税込\4,730)
40-4461 メッキテープ 緑 25mm×200m 3,900\ （税込\4,290) \4,400 （税込\4,840)
40-4462 メッキテープ 桃 25mm×200m 3,900\ （税込\4,290) \4,400 （税込\4,840)
40-4463 メッキテープ ⾦ 25mm×200m 3,900\ （税込\4,290) \4,400 （税込\4,840)
40-4464 メッキテープ 銀 25mm×200m 3,900\ （税込\4,290) \4,400 （税込\4,840)
40-4465 メッキテープ ⻘ 25mm×200m 3,900\ （税込\4,290) \4,400 （税込\4,840)
40-4466 メッキテープ ⾚ 25mm×200m 3,900\ （税込\4,290) \4,400 （税込\4,840)
40-4479 メッキテープ 藍 50mm×200m 6,200\ （税込\6,820) \7,000 （税込\7,700)
40-4481 メッキテープ 緑 25mm×50m 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
40-4482 メッキテープ 桃 25mm×50m 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
40-4483 メッキテープ ⾦ 25mm×50m 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
40-4484 メッキテープ 銀 25mm×50m 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
40-4485 メッキテープ ⻘ 25mm×50m 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
40-4486 メッキテープ ⾚ 25mm×50m 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
40-4491 メッキテープ 緑 50mm×40m 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
40-4492 メッキテープ 桃 50mm×40m 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
40-4493 メッキテープ ⾦ 50mm×40m 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
40-4494 メッキテープ 銀 50mm×40m 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
40-4495 メッキテープ ⻘ 50mm×40m 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
40-4496 メッキテープ ⾚ 50mm×40m 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
40-5003 ⽩無地横断幕 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
40-6105 のぼり⽤ポール（エコマルポール）⻘ 1,200\ （税込\1,320) \1,350 （税込\1,485)
40-6106 ポールスタンド 注⽔式 3,800\ （税込\4,180) \4,250 （税込\4,675)
40-6110 ポール備品 横棒 500\ （税込\550) \580 （税込\638)
40-6111 ポール備品 回転頭 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
40-6113 のぼり⽤ポール（エコマルポール）⽩ 1,200\ （税込\1,320) \1,350 （税込\1,485)
40-6117 のぼり巻き上がり防⽌ 220\ （税込\242) \250 （税込\275)
40-6126 のぼり⽤ポール エコマルポール ⿊ 1,200\ （税込\1,320) \1,350 （税込\1,485)
40-6130 ポールスタンド 注⽔式 3,000\ （税込\3,300) \3,350 （税込\3,685)
40-6500 紅⽩幕 1800mm×9m ⽊綿製 紅⽩ロープ付 28,600\ （税込\31,460) \31,500 （税込\34,650)
40-6501 紅⽩幕 1800mm×5.4m ⽊綿製 紅⽩ロープ付 19,800\ （税込\21,780) \21,800 （税込\23,980)
40-6502 紅⽩幕 900mm×9m ⽊綿製 紅⽩ロープ付 15,400\ （税込\16,940) \17,000 （税込\18,700)
40-6555 紅⽩ロープ アクリル製 1,400\ （税込\1,540) \1,540 （税込\1,694)
40-7036 ポリ提灯 ⾚ 1,000\ （税込\1,100) \1,200 （税込\1,320)
40-7037 ポリ提灯 ⾚⽩ 1,000\ （税込\1,100) \1,200 （税込\1,320)
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40-7038 ポリ提灯 桃⽩ 1,000\ （税込\1,100) \1,200 （税込\1,320)
40-7039 ポリ提灯 ⻩⽩ 1,000\ （税込\1,100) \1,200 （税込\1,320)
40-7040 ポリ提灯 緑⽩ 1,000\ （税込\1,100) \1,200 （税込\1,320)
40-7041 ポリ提灯 ⻘⽩ 1,000\ （税込\1,100) \1,200 （税込\1,320)
40-7235 ⽩無地 のぼり 1,400\ （税込\1,540) \1,550 （税込\1,705)
40-7460 万国旗 20ケ国・20枚付き 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
40-7530 メタリックカラーシート ⾦ 4,200\ （税込\4,620) \4,800 （税込\5,280)
40-7531 メタリックカラーシート 銀 4,200\ （税込\4,620) \4,800 （税込\5,280)
40-7532 メタリックカラーシート ⾚ 4,200\ （税込\4,620) \4,800 （税込\5,280)
40-7534 メタリックカラーシート 緑 4,200\ （税込\4,620) \4,800 （税込\5,280)
40-7680 メッキモール ⾦ 1P 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
40-7681 メッキモール 銀 1P 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
40-7682 メッキモール ⾚ 1P 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
40-7683 メッキモール 紺 1P 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
40-7684 メッキモール 緑 1P 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
40-7685 メッキモール 桃 1P 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
40-7686 メッキモール ⻘ 1P 400\ （税込\440) \460 （税込\506)
44-500 届出書 250\ （税込\275) \300 （税込\330)
44-501 届出書 履歴書付 300\ （税込\330) \360 （税込\396)

44-1105 夫婦のし袋 ⾚ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
44-1106 夫婦のし袋 草 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
44-1110 命名軸 3,900\ （税込\4,290) \4,500 （税込\4,950)
44-2010 削りカスの出ないスクラッチくじ 特賞 170\ （税込\187) \200 （税込\220)
44-2011 削りカスの出ないスクラッチくじ 1等 170\ （税込\187) \200 （税込\220)
44-2012 削りカスの出ないスクラッチくじ 2等 170\ （税込\187) \200 （税込\220)
44-2013 削りカスの出ないスクラッチくじ 3等 170\ （税込\187) \200 （税込\220)
44-2014 削りカスの出ないスクラッチくじ 4等 170\ （税込\187) \200 （税込\220)
44-2015 削りカスの出ないスクラッチくじ 5等 170\ （税込\187) \200 （税込\220)
44-2016 削りカスの出ないスクラッチくじ 当り 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
44-2017 削りカスの出ないスクラッチくじ ハズレ 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
44-2018 削りカスの出ないスクラッチくじ 残念賞 330\ （税込\363) \380 （税込\418)
44-2200 スクラッチシール 円 500\ （税込\550) \600 （税込\660)
44-5800 組⽴式3段飾り棚 ホワイト 1,800\ （税込\1,980) \2,040 （税込\2,244)
44-5801 組⽴式3段飾り棚 ブラック 1,800\ （税込\1,980) \2,040 （税込\2,244)
44-5802 組⽴式3段飾り棚 ブラウン 1,800\ （税込\1,980) \2,040 （税込\2,244)
44-5805 組⽴式傾斜かざり棚 ホワイト 1,850\ （税込\2,035) \2,100 （税込\2,310)
44-5806 組⽴式傾斜かざり棚 ブラック 1,850\ （税込\2,035) \2,100 （税込\2,310)
44-5807 組⽴式傾斜かざり棚 ブラウン 1,850\ （税込\2,035) \2,100 （税込\2,310)
44-5809 組⽴式サポート台 ⽩ 1,080\ （税込\1,188) \1,260 （税込\1,386)
44-5810 組⽴式ネックレススタンド ホワイト 900\ （税込\990) \1,020 （税込\1,122)
44-5811 組⽴式ネックレススタンド ブラック 900\ （税込\990) \1,020 （税込\1,122)
44-5812 組⽴式ネックレススタンドBIG ホワイト 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
44-5813 組⽴式ネックレススタンドBIG ブラック 1,400\ （税込\1,540) \1,600 （税込\1,760)
44-5815 組⽴式ネックレスボード ホワイト 1,200\ （税込\1,320) \1,360 （税込\1,496)
44-5816 組⽴式ネックレスボード ブラック 1,200\ （税込\1,320) \1,360 （税込\1,496)
44-5830 ディスプレイフレーム レリーフ 870\ （税込\957) \980 （税込\1,078)
44-5831 ディスプレイフレーム オーバル 870\ （税込\957) \980 （税込\1,078)
44-5840 組⽴式5段飾り棚 ホワイト 1,850\ （税込\2,035) \2,100 （税込\2,310)
44-5841 組⽴式5段飾り棚 ブラック 1,850\ （税込\2,035) \2,100 （税込\2,310)
44-5842 組⽴式5段飾り棚 ブラウン 1,850\ （税込\2,035) \2,100 （税込\2,310)
44-5850 組⽴式⽊製飾り棚 2Way 5,600\ （税込\6,160) \6,300 （税込\6,930)
44-5851 組⽴式⽊製傾斜飾り棚 ２Ｗａｙ 12,800\ （税込\14,080) \14,800 （税込\16,280)
44-5852 組⽴式⽊製傾斜飾り棚 6,000\ （税込\6,600) \7,200 （税込\7,920)
44-5860 組⽴式3段飾り棚 BIG ホワイト 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
44-5861 組⽴式3段飾り棚 BIG ブラック 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
44-5862 組⽴式3段飾り棚 BIG ブラウン 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
44-5865 組⽴式傾斜かざり棚 BIG ホワイト 2,900\ （税込\3,190) \3,300 （税込\3,630)
44-5866 組⽴式傾斜かざり棚 BIG ブラック 2,900\ （税込\3,190) \3,300 （税込\3,630)
44-5867 組⽴式傾斜かざり棚 BIG ブラウン 2,900\ （税込\3,190) \3,300 （税込\3,630)
44-5875 組⽴式ヘッドスタンド M ホワイト 1,800\ （税込\1,980) \2,040 （税込\2,244)
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44-5876 組⽴式ヘッドスタンド M ブラック 1,800\ （税込\1,980) \2,040 （税込\2,244)
44-5885 組⽴式ヘッドスタンド S ホワイト 1,800\ （税込\1,980) \2,040 （税込\2,244)
44-5886 組⽴式ヘッドスタンド S ブラック 1,800\ （税込\1,980) \2,040 （税込\2,244)
44-7100 プリンタ対応タグ ⼤ ⽩ 1,200\ （税込\1,320) \1,450 （税込\1,595)
44-7101 OAオリジナルTAG作成⽤紙 ホワイト L 750\ （税込\825) \850 （税込\935)
44-7102 OAオリジナルTAG作成⽤紙 クラフト L 800\ （税込\880) \900 （税込\990)
44-7150 プリンタ対応タグ ⼩ ⽩ 1,200\ （税込\1,320) \1,450 （税込\1,595)
44-7151 OAオリジナルTAG作成⽤紙 ホワイト S 750\ （税込\825) \850 （税込\935)
44-7152 OAオリジナルTAG作成⽤紙 クラフト S 800\ （税込\880) \900 （税込\990)
44-7601 OAピアス・イヤリング専⽤台紙 ホワイト L 680\ （税込\748) \780 （税込\858)
44-7602 OAピアス・イヤリング専⽤台紙 クラフト L 730\ （税込\803) \840 （税込\924)
44-7641 OAピアス・イヤリング専⽤台紙 ホワイト LL 950\ （税込\1,045) \1,080 （税込\1,188)
44-7642 OAピアス・イヤリング専⽤台紙 クラフト LL 950\ （税込\1,045) \1,080 （税込\1,188)
44-7651 OAピアス・イヤリング専⽤台紙 ホワイト S 680\ （税込\748) \780 （税込\858)
44-7652 OAピアス・イヤリング専⽤台紙 クラフト S 730\ （税込\803) \840 （税込\924)
44-7661 OAﾈｯｸﾚｽ専⽤台紙 ﾎﾜｲﾄ ﾁｪｰﾝﾎﾟｹｯﾄ付き 950\ （税込\1,045) \1,080 （税込\1,188)
44-7662 OAﾈｯｸﾚｽ専⽤台紙 ｸﾗﾌﾄ ﾁｪｰﾝﾎﾟｹｯﾄ付き 950\ （税込\1,045) \1,080 （税込\1,188)
44-7671 OAブローチ・⽸バッジ⽤台紙 ホワイト 730\ （税込\803) \840 （税込\924)
44-7672 OAブローチ・⽸バッジ⽤台紙 クラフト 730\ （税込\803) \840 （税込\924)
44-7681 OAヘアアクセサリー専⽤台紙 ホワイト 730\ （税込\803) \840 （税込\924)
44-7682 OAヘアアクセサリー専⽤台紙 クラフト 730\ （税込\803) \840 （税込\924)
44-8137 DP⽤ フック ⼩ 800\ （税込\880) \960 （税込\1,056)
44-8260 スタンダードディスプレイ 13,000\ （税込\14,300) \15,600 （税込\17,160)
44-8265 コンパクトディスプレイ 9,000\ （税込\9,900) \10,800 （税込\11,880)
44-8275 A4⽤ディスプレイ 2列4段 11,000\ （税込\12,100) \13,200 （税込\14,520)
44-8285 封筒⽤ディスプレイ 2列3段 6,000\ （税込\6,600) \7,200 （税込\7,920)
44-8295 フルディスプレイ 200,000\ （税込\220,000) \240,000 （税込\264,000)
49-1120 包装紙 ルージュ 半才判 2,000\ （税込\2,200) \2,400 （税込\2,640)
49-1121 包装紙 マリン 半才判 2,000\ （税込\2,200) \2,400 （税込\2,640)
49-1122 包装紙 エメラルド 半才判 2,000\ （税込\2,200) \2,400 （税込\2,640)
49-1123 包装紙 ラフクラフト 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,300 （税込\3,630)
49-1131 包装紙 クリスタルピンク 半才判 2,550\ （税込\2,805) \3,100 （税込\3,410)
49-1132 包装紙 クリスタルブルー 半才判 2,550\ （税込\2,805) \3,100 （税込\3,410)
49-1133 包装紙 クリスタルイエロー 半才判 2,550\ （税込\2,805) \3,100 （税込\3,410)
49-1134 包装紙 ハッピーライフO 半才判 2,650\ （税込\2,915) \2,950 （税込\3,245)
49-1135 包装紙 ハッピーライフP 半才判 2,650\ （税込\2,915) \2,950 （税込\3,245)
49-1136 包装紙 ハッピーライフB 半才判 2,650\ （税込\2,915) \2,950 （税込\3,245)
49-1137 包装紙 ホライズンP 半才判 1,950\ （税込\2,145) \2,200 （税込\2,420)
49-1138 包装紙 ホライズンB 半才判 1,950\ （税込\2,145) \2,200 （税込\2,420)
49-1139 包装紙 シルバーライン 半才判 1,900\ （税込\2,090) \2,150 （税込\2,365)
49-1141 包装紙 ダンディ 半才判 3,300\ （税込\3,630) \3,750 （税込\4,125)
49-1142 包装紙 レインボードット 半才判 3,100\ （税込\3,410) \3,450 （税込\3,795)
49-1143 包装紙 アリアピンク 半才判 1,900\ （税込\2,090) \2,000 （税込\2,200)
49-1144 包装紙 アリアグリーン 半才判 1,900\ （税込\2,090) \2,000 （税込\2,200)
49-1145 包装紙 ミニョンピンク 半才判 1,900\ （税込\2,090) \2,150 （税込\2,365)
49-1146 包装紙 ミニョンブルー 半才判 1,900\ （税込\2,090) \2,150 （税込\2,365)
49-1150 包装紙 ミニョンスカイ 半才判 1,900\ （税込\2,090) \2,150 （税込\2,365)
49-1152 包装紙 ブランシェピンク 半才判 2,650\ （税込\2,915) \2,950 （税込\3,245)
49-1153 包装紙 ブランシェブルー 半才判 2,650\ （税込\2,915) \2,950 （税込\3,245)
49-1154 包装紙 レトロギンガム⾚ 半才判 1,700\ （税込\1,870) \1,900 （税込\2,090)
49-1155 包装紙 レトロギンガム⻘ 半才判 1,700\ （税込\1,870) \1,900 （税込\2,090)
49-1156 包装紙 タータンチェックR 半才判 2,800\ （税込\3,080) \3,100 （税込\3,410)
49-1157 包装紙 タータンチェックB 半才判 2,800\ （税込\3,080) \3,100 （税込\3,410)
49-1158 包装紙 レトロチェック⾚ 半才判 2,500\ （税込\2,750) \2,850 （税込\3,135)
49-1159 包装紙 レトロチェック⻘ 半才判 2,500\ （税込\2,750) \2,850 （税込\3,135)
49-1162 包装紙 シンプルチェックR 半才判 1,900\ （税込\2,090) \2,150 （税込\2,365)
49-1163 包装紙 シンプルチェックB 半才判 1,900\ （税込\2,090) \2,150 （税込\2,365)
49-1164 包装紙 カントリータータン⾚ 半才判 1,900\ （税込\2,090) \2,150 （税込\2,365)
49-1165 包装紙 カントリータータン⻘ 半才判 1,900\ （税込\2,090) \2,150 （税込\2,365)
49-1166 包装紙 ファインレッド 半才判 3,100\ （税込\3,410) \3,500 （税込\3,850)
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49-1167 包装紙 ファインネイビー 半才判 3,100\ （税込\3,410) \3,500 （税込\3,850)
49-1169 包装紙 カラフルドット 半才判 2,800\ （税込\3,080) \3,100 （税込\3,410)
49-1300 包装紙 ベビートイズ 半才判 2,500\ （税込\2,750) \2,750 （税込\3,025)
49-1301 包装紙 ベイビートイズY 半才判 2,650\ （税込\2,915) \2,950 （税込\3,245)
49-1303 包装紙 ベビーアニマルP 半才判 2,800\ （税込\3,080) \3,200 （税込\3,520)
49-1304 包装紙 ベビーアニマルB 半才判 2,800\ （税込\3,080) \3,200 （税込\3,520)
49-1305 包装紙 ファンタジア 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,250 （税込\3,575)
49-1306 包装紙 パレードタウンP 半才判 2,200\ （税込\2,420) \2,550 （税込\2,805)
49-1307 包装紙 パレードタウンB 半才判 2,200\ （税込\2,420) \2,550 （税込\2,805)
49-1308 包装紙 はたらくのりもの 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,300 （税込\3,630)
49-1309 包装紙 スウィートガール 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,300 （税込\3,630)
49-1310 包装紙 カントリーベア 半才判 2,250\ （税込\2,475) \2,450 （税込\2,695)
49-1311 包装紙 プリュジュール 半才判 3,100\ （税込\3,410) \3,450 （税込\3,795)
49-1312 包装紙 プリティベア⾚ 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,200 （税込\3,520)
49-1314 包装紙 メリー 半才判 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
49-1315 包装紙 カントリースタイル 半才判 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
49-1318 包装紙 アンティークベア 半才判 2,700\ （税込\2,970) \3,100 （税込\3,410)
49-1320 包装紙 ハッピーチャイルド 半才判 3,200\ （税込\3,520) \3,650 （税込\4,015)
49-1321 包装紙 アニマルスタディ 半才判 2,500\ （税込\2,750) \2,750 （税込\3,025)
49-1322 包装紙 ディアフレンド 半才判 2,000\ （税込\2,200) \2,250 （税込\2,475)
49-1323 包装紙 プチスタンプ 半才判 3,500\ （税込\3,850) \4,100 （税込\4,510)
49-1401 包装紙 リアルフルーツ 半才判 2,100\ （税込\2,310) \2,350 （税込\2,585)
49-1402 包装紙 ミルトピンク 半才判 2,650\ （税込\2,915) \3,100 （税込\3,410)
49-1403 包装紙 ミルトブルー 半才判 2,650\ （税込\2,915) \3,100 （税込\3,410)
49-1404 包装紙 デコラパリ 半才判 2,650\ （税込\2,915) \3,000 （税込\3,300)
49-1405 包装紙 レフィナード 半才判 2,650\ （税込\2,915) \2,950 （税込\3,245)
49-1409 包装紙 ラオネングロー 半才判 2,600\ （税込\2,860) \2,950 （税込\3,245)
49-1413 包装紙 スイートホーム 半才判 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
49-1414 包装紙 グラフィティークラフト 半才判 2,700\ （税込\2,970) \3,100 （税込\3,410)
49-1415 包装紙 レトロガーリー 半才判 2,700\ （税込\2,970) \3,100 （税込\3,410)
49-1419 包装紙 レトロダイヤ 半才判 3,100\ （税込\3,410) \3,500 （税込\3,850)
49-1420 包装紙 カーディアングレー⽩ 半才判 1,600\ （税込\1,760) \1,900 （税込\2,090)
49-1421 包装紙 カーディアングレー茶 半才判 1,650\ （税込\1,815) \1,950 （税込\2,145)
49-1424 包装紙 ステーショナリー 半才判 2,800\ （税込\3,080) \3,200 （税込\3,520)
49-1425 包装紙 パリ街⾓ 半才判 2,800\ （税込\3,080) \3,200 （税込\3,520)
49-1427 包装紙 ビアチューレ 半才判 2,800\ （税込\3,080) \3,200 （税込\3,520)
49-1428 包装紙 筋⼊ニュースレター 半才判 2,750\ （税込\3,025) \2,950 （税込\3,245)
49-1429 包装紙 ニュースペーパー 半才判 3,100\ （税込\3,410) \3,500 （税込\3,850)
49-1436 包装紙 ブリスP 半才判 2,600\ （税込\2,860) \2,950 （税込\3,245)
49-1437 包装紙 ブリスB 半才判 2,600\ （税込\2,860) \2,950 （税込\3,245)
49-1444 包装紙 モロッカンピンク 半才判 3,100\ （税込\3,410) \3,500 （税込\3,850)
49-1445 包装紙 シャルマーニ 半才判 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
49-1446 包装紙 ブラッシュ 半才判 3,000\ （税込\3,300) \3,400 （税込\3,740)
49-1500 包装紙 ブルーフラワー 半才判 1,800\ （税込\1,980) \2,000 （税込\2,200)
49-1501 包装紙 レディローズ 半才判 1,950\ （税込\2,145) \2,150 （税込\2,365)
49-1502 包装紙 アモール 半才判 1,950\ （税込\2,145) \2,150 （税込\2,365)
49-1503 包装紙 グリヴェール 半才判 1,950\ （税込\2,145) \2,150 （税込\2,365)
49-1504 包装紙 プティフルール 半才判 1,950\ （税込\2,145) \2,150 （税込\2,365)
49-1505 包装紙 ロージーミスト 半才判 2,250\ （税込\2,475) \2,500 （税込\2,750)
49-1506 包装紙 タレイア 半才判 2,500\ （税込\2,750) \2,750 （税込\3,025)
49-1507 包装紙 楽園 半才判 2,500\ （税込\2,750) \2,750 （税込\3,025)
49-1510 包装紙 和ごころ桜 半才判 2,650\ （税込\2,915) \3,050 （税込\3,355)
49-1512 包装紙 グリーンズ 半才判 2,650\ （税込\2,915) \2,950 （税込\3,245)
49-1513 包装紙 ラブリーフォー 半才判 2,650\ （税込\2,915) \2,900 （税込\3,190)
49-1514 包装紙 ハッピークローバー 半才判 2,650\ （税込\2,915) \3,000 （税込\3,300)
49-1515 包装紙 ボンジュール 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,200 （税込\3,520)
49-1516 包装紙 ファンシーフラワー 半才判 2,650\ （税込\2,915) \2,950 （税込\3,245)
49-1519 包装紙 タイムズフラワー 半才判 3,400\ （税込\3,740) \3,750 （税込\4,125)
49-1521 包装紙 花づくし 半才判 3,500\ （税込\3,850) \3,950 （税込\4,345)
49-1522 包装紙 ファイングロウ桃 半才判 2,000\ （税込\2,200) \2,300 （税込\2,530)
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49-1523 包装紙 ファイングロウ緑 半才判 2,000\ （税込\2,200) \2,300 （税込\2,530)
49-1524 包装紙 フラワーレターP 半才判 1,900\ （税込\2,090) \2,150 （税込\2,365)
49-1525 包装紙 フラワーレターO 半才判 1,900\ （税込\2,090) \2,150 （税込\2,365)
49-1526 包装紙 フラワーレターG 半才判 1,900\ （税込\2,090) \2,150 （税込\2,365)
49-1527 包装紙 メモワーズ 半才判 2,100\ （税込\2,310) \2,350 （税込\2,585)
49-1530 包装紙 フラワーヒル 半才判 1,950\ （税込\2,145) \2,200 （税込\2,420)
49-1531 包装紙 サブマリーン 半才判 1,950\ （税込\2,145) \2,200 （税込\2,420)
49-1535 包装紙 フラワーリンク 半才判 2,700\ （税込\2,970) \3,100 （税込\3,410)
49-1538 包装紙 フォリア 半才判 2,800\ （税込\3,080) \3,200 （税込\3,520)
49-1540 包装紙 シアーリーフ 半才判 2,800\ （税込\3,080) \3,200 （税込\3,520)
49-1542 包装紙 リーフクラフト 半才判 2,600\ （税込\2,860) \3,000 （税込\3,300)
49-1552 包装紙 ラフィネ 半才判 3,100\ （税込\3,410) \3,500 （税込\3,850)
49-1560 包装紙 ロマネスク 半才判 1,800\ （税込\1,980) \2,000 （税込\2,200)
49-1562 包装紙 オリビア 半才判 1,600\ （税込\1,760) \1,700 （税込\1,870)
49-1563 包装紙 ブリズブルー 半才判 2,450\ （税込\2,695) \2,700 （税込\2,970)
49-1567 包装紙 ナチュール 半才判 3,000\ （税込\3,300) \3,400 （税込\3,740)
49-1700 包装紙 彩流紫 半才判 2,150\ （税込\2,365) \2,500 （税込\2,750)
49-1701 包装紙 彩流紺 半才判 2,150\ （税込\2,365) \2,500 （税込\2,750)
49-1702 包装紙 彩流緑 半才判 2,150\ （税込\2,365) \2,500 （税込\2,750)
49-1703 包装紙 カプリス 半才判 1,950\ （税込\2,145) \2,150 （税込\2,365)
49-1704 包装紙 和華 半才判 2,500\ （税込\2,750) \2,900 （税込\3,190)
49-1705 包装紙 菊がさね 半才判 2,800\ （税込\3,080) \3,100 （税込\3,410)
49-1707 包装紙 縞⽬ 半才判 2,000\ （税込\2,200) \2,300 （税込\2,530)
49-1708 包装紙 美濃 半才判 2,550\ （税込\2,805) \2,950 （税込\3,245)
49-1710 包装紙 ⾶⿃緑 半才判 2,550\ （税込\2,805) \2,950 （税込\3,245)
49-1711 包装紙 和奏（わかな）半才判 2,800\ （税込\3,080) \3,200 （税込\3,520)
49-1712 包装紙 颯⾹（さつか）半才判 2,800\ （税込\3,080) \3,200 （税込\3,520)
49-1713 包装紙 かすり 半才判 2,800\ （税込\3,080) \3,200 （税込\3,520)
49-1714 包装紙 かすみ 半才判 3,100\ （税込\3,410) \3,500 （税込\3,850)
49-1715 包装紙 千代紙合わせ ⾚ 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,300 （税込\3,630)
49-1716 包装紙 千代紙合わせ 紺 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,300 （税込\3,630)
49-1718 包装紙 つづれ 半才判 4,100\ （税込\4,510) \4,600 （税込\5,060)
49-1721 包装紙 梅⼩町 半才判 2,750\ （税込\3,025) \3,350 （税込\3,685)
49-1722 包装紙 祝い梅 半才判 2,750\ （税込\3,025) \3,100 （税込\3,410)
49-1800 包装紙 フラールリボン⾦ 半才判 1,850\ （税込\2,035) \2,050 （税込\2,255)
49-1802 包装紙 ⾶翔 半才判 1,950\ （税込\2,145) \2,200 （税込\2,420)
49-1803 包装紙 マドンナリリー⾦ 半才判 2,250\ （税込\2,475) \2,500 （税込\2,750)
49-1805 包装紙 フラールリボン銀 半才判 1,850\ （税込\2,035) \2,050 （税込\2,255)
49-1806 包装紙 クライス 半才判 1,950\ （税込\2,145) \2,150 （税込\2,365)
49-1807 包装紙 窓銀 半才判 2,250\ （税込\2,475) \2,500 （税込\2,750)
49-1808 包装紙 菊凪 半才判 2,100\ （税込\2,310) \2,350 （税込\2,585)
49-1809 包装紙 偲び草 半才判 2,650\ （税込\2,915) \2,950 （税込\3,245)
49-1812 包装紙 クラウド ブルー 半才判 1,700\ （税込\1,870) \1,950 （税込\2,145)
49-1813 包装紙 クラウド グレー 半才判 1,700\ （税込\1,870) \1,950 （税込\2,145)
49-1815 包装紙 流彩花 半才判 2,800\ （税込\3,080) \3,200 （税込\3,520)
49-2120 包装紙 ルージュ 全判 4,000\ （税込\4,400) \4,800 （税込\5,280)
49-2121 包装紙 マリン 全判 4,000\ （税込\4,400) \4,800 （税込\5,280)
49-2122 包装紙 エメラルド 全判 4,000\ （税込\4,400) \4,800 （税込\5,280)
49-2123 包装紙 ラフクラフト 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,600 （税込\7,260)
49-2131 包装紙 クリスタルピンク 全判 5,100\ （税込\5,610) \6,200 （税込\6,820)
49-2132 包装紙 クリスタルブルー 全判 5,100\ （税込\5,610) \6,200 （税込\6,820)
49-2133 包装紙 クリスタルイエロー 全判 5,100\ （税込\5,610) \6,200 （税込\6,820)
49-2134 包装紙 ハッピーライフO 全判 5,300\ （税込\5,830) \5,900 （税込\6,490)
49-2135 包装紙 ハッピーライフP 全判 5,300\ （税込\5,830) \5,900 （税込\6,490)
49-2136 包装紙 ハッピーライフB 全判 5,300\ （税込\5,830) \5,900 （税込\6,490)
49-2143 包装紙 アリアピンク 全判 3,400\ （税込\3,740) \4,000 （税込\4,400)
49-2144 包装紙 アリアグリーン 全判 3,400\ （税込\3,740) \4,000 （税込\4,400)
49-2152 包装紙 ブランシェピンク 全判 5,300\ （税込\5,830) \5,900 （税込\6,490)
49-2153 包装紙 ブランシェブルー 全判 5,300\ （税込\5,830) \5,900 （税込\6,490)
49-2154 包装紙 レトロギンガム⾚ 全判 3,400\ （税込\3,740) \3,800 （税込\4,180)
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49-2155 包装紙 レトロギンガム⻘ 全判 3,400\ （税込\3,740) \3,800 （税込\4,180)
49-2156 包装紙 タータンチェックR 全判 5,600\ （税込\6,160) \6,200 （税込\6,820)
49-2157 包装紙 タータンチェックB 全判 5,600\ （税込\6,160) \6,200 （税込\6,820)
49-2169 包装紙 カラフルドット 全判 5,600\ （税込\6,160) \6,200 （税込\6,820)
49-2300 包装紙 ベビートイズ 全判 5,000\ （税込\5,500) \5,500 （税込\6,050)
49-2301 包装紙 ベイビートイズY 全判 5,300\ （税込\5,830) \5,900 （税込\6,490)
49-2305 包装紙 ファンタジア 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,500 （税込\7,150)
49-2310 包装紙 カントリーベア 全判 4,500\ （税込\4,950) \5,000 （税込\5,500)
49-2311 包装紙 プリュジュール 全判 6,200\ （税込\6,820) \6,900 （税込\7,590)
49-2312 包装紙 プリティベア⾚ 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,400 （税込\7,040)
49-2321 包装紙 アニマルスタディ 全判 5,000\ （税込\5,500) \5,500 （税込\6,050)
49-2401 包装紙 リアルフルーツ 全判 4,200\ （税込\4,620) \4,700 （税込\5,170)
49-2402 包装紙 ミルトピンク 全判 5,300\ （税込\5,830) \6,200 （税込\6,820)
49-2403 包装紙 ミルトブルー 全判 5,300\ （税込\5,830) \6,200 （税込\6,820)
49-2405 包装紙 レフィナード 全判 5,300\ （税込\5,830) \5,900 （税込\6,490)
49-2500 包装紙 ブルーフラワー 全判 3,600\ （税込\3,960) \4,000 （税込\4,400)
49-2501 包装紙 レディローズ 全判 3,900\ （税込\4,290) \4,300 （税込\4,730)
49-2502 包装紙 アモール 全判 3,900\ （税込\4,290) \4,300 （税込\4,730)
49-2503 包装紙 グリヴェール 全判 3,900\ （税込\4,290) \4,300 （税込\4,730)
49-2504 包装紙 プティフルール 全判 3,900\ （税込\4,290) \4,300 （税込\4,730)
49-2505 包装紙 ロージーミスト 全判 4,500\ （税込\4,950) \5,000 （税込\5,500)
49-2506 包装紙 タレイア 全判 5,000\ （税込\5,500) \5,500 （税込\6,050)
49-2507 包装紙 楽園 全判 5,000\ （税込\5,500) \5,500 （税込\6,050)
49-2510 包装紙 和ごころ桜 全判 5,300\ （税込\5,830) \6,100 （税込\6,710)
49-2513 包装紙 ラブリーフォー 全判 5,300\ （税込\5,830) \5,800 （税込\6,380)
49-2514 包装紙 ハッピークローバー 全判 5,300\ （税込\5,830) \6,000 （税込\6,600)
49-2515 包装紙 ボンジュール 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,400 （税込\7,040)
49-2516 包装紙 ファンシーフラワー 全判 5,300\ （税込\5,830) \5,900 （税込\6,490)
49-2519 包装紙 タイムズフラワー 全判 6,800\ （税込\7,480) \7,500 （税込\8,250)
49-2521 包装紙 花づくし 全判 7,000\ （税込\7,700) \7,900 （税込\8,690)
49-2560 包装紙 ロマネスク 全判 3,600\ （税込\3,960) \4,000 （税込\4,400)
49-2563 包装紙 ブリズブルー 全判 4,900\ （税込\5,390) \5,400 （税込\5,940)
49-2700 包装紙 彩流紫 全判 5,000\ （税込\5,500) \5,800 （税込\6,380)
49-2701 包装紙 彩流紺 全判 5,000\ （税込\5,500) \5,800 （税込\6,380)
49-2702 包装紙 彩流緑 全判 5,000\ （税込\5,500) \5,800 （税込\6,380)
49-2703 包装紙 カプリス 全判 3,900\ （税込\4,290) \4,300 （税込\4,730)
49-2704 包装紙 和華 全判 5,000\ （税込\5,500) \5,800 （税込\6,380)
49-2705 包装紙 菊がさね 全判 5,600\ （税込\6,160) \6,200 （税込\6,820)
49-2800 包装紙 フラールリボン⾦ 全判 3,700\ （税込\4,070) \4,100 （税込\4,510)
49-2801 包装紙 ⾦鶴 全判 3,900\ （税込\4,290) \4,300 （税込\4,730)
49-2802 包装紙 ⾶翔 全判 3,900\ （税込\4,290) \4,400 （税込\4,840)
49-2803 包装紙 マドンナリリー⾦ 全判 4,500\ （税込\4,950) \5,000 （税込\5,500)
49-2805 包装紙 フラールリボン銀 全判 3,700\ （税込\4,070) \4,100 （税込\4,510)
49-2806 包装紙 クライス 全判 3,900\ （税込\4,290) \4,300 （税込\4,730)
49-2807 包装紙 窓銀 全判 4,500\ （税込\4,950) \5,000 （税込\5,500)
49-2808 包装紙 菊凪 全判 4,200\ （税込\4,620) \4,700 （税込\5,170)
49-2809 包装紙 偲び草 全判 5,300\ （税込\5,830) \5,900 （税込\6,490)
49-3001 包装紙 リースサンタ⾚ 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,200 （税込\3,520)
49-3002 包装紙 リースサンタ緑 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,200 （税込\3,520)
49-3022 包装紙 パッチワークノエル 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,350 （税込\3,685)
49-3023 包装紙 クワドラード 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,350 （税込\3,685)
49-3024 包装紙 ホーリーデコ 半才判 2,750\ （税込\3,025) \3,050 （税込\3,355)
49-3025 包装紙 ネージュ⾚ 半才判 2,650\ （税込\2,915) \2,950 （税込\3,245)
49-3026 包装紙 ネージュ緑 半才判 2,650\ （税込\2,915) \2,950 （税込\3,245)
49-3049 包装紙 ウールサンタ⾚ 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,200 （税込\3,520)
49-3050 包装紙 ウールサンタ緑 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,200 （税込\3,520)
49-3055 包装紙 ホリデイズギフト紺 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,200 （税込\3,520)
49-3056 包装紙 ホリデイズギフト⽩ 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,200 （税込\3,520)
49-3060 包装紙 ノエルスフィア 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,200 （税込\3,520)
49-3061 包装紙 リトルサンタ⾚ 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,200 （税込\3,520)
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49-3062 包装紙 リトルサンタ緑 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,200 （税込\3,520)
49-3063 包装紙 ハッピーフラッグ 半才判 3,200\ （税込\3,520) \3,650 （税込\4,015)
49-3065 包装紙 コルテスレッド 半才判 2,700\ （税込\2,970) \3,000 （税込\3,300)
49-3066 包装紙 コルテスグリーン 半才判 2,700\ （税込\2,970) \3,000 （税込\3,300)
49-3068 包装紙 ベリンダスノー 半才判 2,600\ （税込\2,860) \2,950 （税込\3,245)
49-3069 包装紙 パブロレター 半才判 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
49-3070 包装紙 ウォームサンタ⾚ 半才判 3,200\ （税込\3,520) \3,550 （税込\3,905)
49-3071 包装紙 ウォームサンタ緑 半才判 3,200\ （税込\3,520) \3,550 （税込\3,905)
49-3072 包装紙 ノエルギフト⾚ 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,200 （税込\3,520)
49-3073 包装紙 ノエルギフト緑 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,200 （税込\3,520)
49-3074 包装紙 らくがきサンタ⾚ 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,200 （税込\3,520)
49-3075 包装紙 らくがきサンタ緑 半才判 2,900\ （税込\3,190) \3,200 （税込\3,520)
49-3401 包装紙 フロイデバレン 半才判 3,000\ （税込\3,300) \3,400 （税込\3,740)
49-3402 包装紙 フロイデホワイト 半才判 3,000\ （税込\3,300) \3,400 （税込\3,740)
49-3403 包装紙 アムールピンク 半才判 1,800\ （税込\1,980) \2,000 （税込\2,200)
49-3409 包装紙 ハートフルP 半才判 2,800\ （税込\3,080) \3,200 （税込\3,520)
49-3411 包装紙 ハートパッチ⾚ 半才判 3,000\ （税込\3,300) \3,400 （税込\3,740)
49-3413 包装紙 ミエール⾚ 半才判 3,000\ （税込\3,300) \3,400 （税込\3,740)
49-3414 包装紙 ミエール⻘ 半才判 3,000\ （税込\3,300) \3,400 （税込\3,740)
49-3415 包装紙 フラワーリースP 半才判 3,000\ （税込\3,300) \3,400 （税込\3,740)
49-3418 包装紙 ハートアップリケ 半才判 3,500\ （税込\3,850) \4,000 （税込\4,400)
49-3419 包装紙 ノンブルーハートP 半才判 2,600\ （税込\2,860) \3,350 （税込\3,685)
49-3420 包装紙 ノンブルーハートB 半才判 2,600\ （税込\2,860) \3,350 （税込\3,685)
49-3421 包装紙 キャンディーハロウィン 半才判 3,200\ （税込\3,520) \3,650 （税込\4,015)
49-4001 包装紙 リースサンタ⾚ 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,400 （税込\7,040)
49-4002 包装紙 リースサンタ緑 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,400 （税込\7,040)
49-4022 包装紙 パッチワークノエル 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,700 （税込\7,370)
49-4023 包装紙 クワドラード 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,700 （税込\7,370)
49-4024 包装紙 ホーリーデコ 全判 5,500\ （税込\6,050) \6,100 （税込\6,710)
49-4025 包装紙 ネージュ⾚ 全判 5,300\ （税込\5,830) \5,900 （税込\6,490)
49-4026 包装紙 ネージュ緑 全判 5,300\ （税込\5,830) \5,900 （税込\6,490)
49-4049 包装紙 ウールサンタ⾚ 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,400 （税込\7,040)
49-4050 包装紙 ウールサンタ緑 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,400 （税込\7,040)
49-4055 包装紙 ホリデイズギフト紺 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,400 （税込\7,040)
49-4056 包装紙 ホリデイズギフト⽩ 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,400 （税込\7,040)
49-4060 包装紙 ノエルスフィア 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,400 （税込\7,040)
49-4061 包装紙 リトルサンタ⾚ 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,400 （税込\7,040)
49-4062 包装紙 リトルサンタ緑 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,400 （税込\7,040)
49-4065 包装紙 コルテスレッド 全判 5,400\ （税込\5,940) \6,000 （税込\6,600)
49-4066 包装紙 コルテスグリーン 全判 5,400\ （税込\5,940) \6,000 （税込\6,600)
49-4070 包装紙 ウォームサンタ⾚ 全判 6,400\ （税込\7,040) \7,100 （税込\7,810)
49-4071 包装紙 ウォームサンタ緑 全判 6,400\ （税込\7,040) \7,100 （税込\7,810)
49-4072 包装紙 ノエルギフト⾚ 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,400 （税込\7,040)
49-4073 包装紙 ノエルギフト緑 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,400 （税込\7,040)
49-4074 包装紙  らくがきサンタ⾚ 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,400 （税込\7,040)
49-4075 包装紙 らくがきサンタ緑 全判 5,800\ （税込\6,380) \6,400 （税込\7,040)
49-9001 不織布 Jロール 桜 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9002 不織布 Jロール 桃 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9003 不織布 Jロール サーモン 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9004 不織布 Jロール 紅 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9005 不織布 Jロール 橙 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9006 不織布 Jロール ⻩ 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9007 不織布 Jロール ⽣成 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9008 不織布 Jロール ⽩ 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9009 不織布 Jロール ⻘ 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9010 不織布 Jロール ⽔ 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9011 不織布 Jロール ⻩緑 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9012 不織布 Jロール 緑 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9013 不織布 Jロール 茶 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9014 不織布 Jロール ⼩⾖ 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
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49-9015 不織布 Jロール うす紫 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9030 不織布 Jロール コーラルピンク 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9031 不織布 Jロール チェリー 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9032 不織布 Jロール アプリコット 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9033 不織布 Jロール 若葉 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9034 不織布 Jロール ターコイズブルー 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9035 不織布 Jロール ラベンダー 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9036 不織布 Jロール モカ 1,650\ （税込\1,815) \1,850 （税込\2,035)
49-9120 包装紙 ルージュ ハトロン半才判 2,150\ （税込\2,365) \2,700 （税込\2,970)
49-9121 包装紙 マリン ハトロン半才判 2,150\ （税込\2,365) \2,700 （税込\2,970)
49-9122 包装紙 エメラルド ハトロン半才判 2,150\ （税込\2,365) \2,700 （税込\2,970)
49-9554 包装紙 ヴィクトリアカラー ハトロン半才判 3,250\ （税込\3,575) \3,700 （税込\4,070)
50-307 リボン FOR YOU ⾚ 680\ （税込\748) \780 （税込\858)
50-308 リボン FOR YOU 紺 680\ （税込\748) \780 （税込\858)
50-336 リボン バレンタイン ⽩ 1,100\ （税込\1,210) \1,250 （税込\1,375)
50-337 リボン バレンタイン ⾚ 1,100\ （税込\1,210) \1,250 （税込\1,375)
50-338 リボン バレンタイン 茶 1,100\ （税込\1,210) \1,250 （税込\1,375)
50-339 リボン ホワイトデー 680\ （税込\748) \780 （税込\858)
50-416 リボン ハロウィン 680\ （税込\748) \780 （税込\858)
50-417 リボン クリスマス ⾚ 1,100\ （税込\1,210) \1,250 （税込\1,375)
50-418 リボン クリスマス 緑 1,100\ （税込\1,210) \1,250 （税込\1,375)

50-1099 テープ付き透明袋 S 50×80 350\ （税込\385) \400 （税込\440)
50-1100 平袋 ギンガムあか 85×130 200P 920\ （税込\1,012) \1,000 （税込\1,100)
50-1161 不織布製 内袋 ⼩ 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
50-1199 テープ付き透明袋 M 60×100 380\ （税込\418) \430 （税込\473)
50-1200 平袋 ギンガムあか 105×150 200P 920\ （税込\1,012) \1,000 （税込\1,100)
50-1203 平袋 ファンシーあか 105×150 200P 720\ （税込\792) \800 （税込\880)
50-1261 不織布製 内袋 中 2,200\ （税込\2,420) \2,550 （税込\2,805)
50-1298 テープ付き透明袋 M3 80×120 460\ （税込\506) \520 （税込\572)
50-1299 テープ付き透明袋 M2 70×100 400\ （税込\440) \450 （税込\495)
50-1300 平袋 ギンガムあか 140×180 200P 1,200\ （税込\1,320) \1,350 （税込\1,485)
50-1303 平袋 ファンシーあか 140×180 200P 1,050\ （税込\1,155) \1,200 （税込\1,320)
50-1312 平袋 レースィ 125×170 200P 2,500\ （税込\2,750) \2,900 （税込\3,190)
50-1399 テープ付き透明袋 L 60×160 440\ （税込\484) \500 （税込\550)
50-1406 平袋 ルージュ 125×160 200P 1,520\ （税込\1,672) \1,870 （税込\2,057)
50-1407 平袋 マリン 125×160 200P 1,520\ （税込\1,672) \1,870 （税込\2,057)
50-1409 平袋 シルバースミス 125×160 200P 1,450\ （税込\1,595) \1,750 （税込\1,925)
50-1500 平袋 ギンガムあか 180×230 200P 1,700\ （税込\1,870) \1,900 （税込\2,090)
50-1503 平袋 ファンシーあか 180×230 200P 1,500\ （税込\1,650) \1,700 （税込\1,870)
50-1506 平袋 ルージュ 180×245 200P 2,550\ （税込\2,805) \3,100 （税込\3,410)
50-1507 平袋 マリン 180×245 200P 2,550\ （税込\2,805) \3,100 （税込\3,410)
50-1509 平袋 シルバースミス 180×245 200P 2,400\ （税込\2,640) \3,000 （税込\3,300)
50-1512 平袋 レースィ 180×250 100P 2,000\ （税込\2,200) \2,300 （税込\2,530)
50-1608 平袋 プチスタンプ 230×335 50P 2,400\ （税込\2,640) \2,800 （税込\3,080)
50-1700 平袋 ギンガムあか 215×290 200P 2,750\ （税込\3,025) \3,050 （税込\3,355)
50-1703 平袋 ファンシーあか 215×290 200P 1,960\ （税込\2,156) \2,200 （税込\2,420)
50-1705 平袋 ロマネスク 215×290 200P 2,600\ （税込\2,860) \2,900 （税込\3,190)
50-1706 平袋 ルージュ 215×275 200P 3,200\ （税込\3,520) \4,000 （税込\4,400)
50-1707 平袋 マリン 215×275 200P 3,200\ （税込\3,520) \4,000 （税込\4,400)
50-1709 平袋 シルバースミス 215×275 200P 3,100\ （税込\3,410) \3,700 （税込\4,070)
50-1800 平袋 ギンガムあか 250×330 200P 3,150\ （税込\3,465) \3,800 （税込\4,180)
50-1803 平袋 ファンシーあか 250×330 200P 3,200\ （税込\3,520) \3,600 （税込\3,960)
50-1867 カラーポリ 半透明 170×250 B6⽤ 50P 740\ （税込\814) \840 （税込\924)
50-1868 カラーポリ 半透明 190×280 A5⽤ 50P 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
50-1869 カラーポリ 半透明 220×350 B5⽤ 50P 1,200\ （税込\1,320) \1,320 （税込\1,452)
50-1870 カラーポリ 半透明 250×400 A4⽤ 50P 1,400\ （税込\1,540) \1,550 （税込\1,705)
50-1871 カラーポリ 半透明 300×450 B4⽤ 50P 1,800\ （税込\1,980) \2,000 （税込\2,200)
50-1872 カラーポリ ホワイト 170×250 B6⽤ 50P 740\ （税込\814) \840 （税込\924)
50-1873 カラーポリ ホワイト 190×280 A5⽤ 50P 880\ （税込\968) \1,000 （税込\1,100)
50-1874 カラーポリ ホワイト 220×350 B5⽤ 50P 1,200\ （税込\1,320) \1,320 （税込\1,452)
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50-1875 カラーポリ ホワイト 250×400 A4⽤ 50P 1,400\ （税込\1,540) \1,550 （税込\1,705)
50-1876 カラーポリ ホワイト 300×450 B4⽤ 50P 1,800\ （税込\1,980) \2,000 （税込\2,200)
50-1877 カラーポリ シルバー 220×350 B5⽤ 50P 1,400\ （税込\1,540) \1,550 （税込\1,705)
50-1878 カラーポリ シルバー 250×400 A4⽤ 50P 1,600\ （税込\1,760) \1,800 （税込\1,980)
50-1879 カラーポリ シルバー 300×450 B4⽤ 50P 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
50-1880 カラーポリ ネイビー 250×400 A4⽤ 50P 1,600\ （税込\1,760) \1,800 （税込\1,980)
50-1881 カラーポリ ネイビー 300×450 B4⽤ 50P 2,200\ （税込\2,420) \2,500 （税込\2,750)
50-1951 特⼤ポリ袋 アイボリー 900×800＋200 50P 13,500\ （税込\14,850) \15,000 （税込\16,500)
50-2120 平袋 ギンガムあか 55×245 300P 2,800\ （税込\3,080) \3,150 （税込\3,465)
50-2406 平袋 ルージュ 125×160 20P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
50-2407 平袋 マリン 125×160 20P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
50-2409 平袋 シルバースミス 125×160 20P 280\ （税込\308) \320 （税込\352)
50-2506 平袋 ルージュ 180×245 20P 400\ （税込\440) \470 （税込\517)
50-2507 平袋 マリン 180×245 20P 400\ （税込\440) \470 （税込\517)
50-2509 平袋 シルバースミス 180×245 20P 380\ （税込\418) \430 （税込\473)
50-2706 平袋 ルージュ 215×275 20P 460\ （税込\506) \540 （税込\594)
50-2707 平袋 マリン 215×275 20P 460\ （税込\506) \540 （税込\594)
50-2709 平袋 シルバースミス 215×275 20P 440\ （税込\484) \500 （税込\550)
50-3000 ⾓底袋 ⽩無地 90×40×175 100P 1,200\ （税込\1,320) \1,480 （税込\1,628)
50-3110 ⾓底袋 ｸﾘｽﾀﾙﾋﾟﾝｸ 120×60×220 100P 1,600\ （税込\1,760) \1,950 （税込\2,145)
50-3111 ⾓底袋 ｸﾘｽﾀﾙﾌﾞﾙｰ 120×60×220 100P 1,600\ （税込\1,760) \1,950 （税込\2,145)
50-3200 ⾓底袋 ⽩無地 130×65×250 100P 1,400\ （税込\1,540) \1,720 （税込\1,892)
50-3201 ⾓底袋 未晒 130×80×235 100P 940\ （税込\1,034) \1,150 （税込\1,265)
50-3206 ⾓底袋 ルージュ 130×80×235 100P 1,050\ （税込\1,155) \1,280 （税込\1,408)
50-3207 ⾓底袋 マリン 130×80×235 100P 1,050\ （税込\1,155) \1,280 （税込\1,408)
50-3209 ⾓底袋 シルバースミス 130×80×235 100P 1,450\ （税込\1,595) \1,780 （税込\1,958)
50-3359 ⼱着袋 レッド 170×280＋80 50P 4,000\ （税込\4,400) \4,600 （税込\5,060)
50-3360 ⼱着袋 ネイビー 170×280＋80 50P 4,000\ （税込\4,400) \4,600 （税込\5,060)
50-3361 ⼱着袋 ブラウン 170×280＋80 50P 4,000\ （税込\4,400) \4,600 （税込\5,060)
50-3406 ⾓底袋 ルージュ 150×90×280 100P 1,300\ （税込\1,430) \1,600 （税込\1,760)
50-3407 ⾓底袋 マリン 150×90×280 100P 1,300\ （税込\1,430) \1,600 （税込\1,760)
50-3409 ⾓底袋 シルバースミス 150×90×280 100P 1,700\ （税込\1,870) \2,100 （税込\2,310)
50-3410 ⾓底袋 ｸﾘｽﾀﾙﾋﾟﾝｸ 145×65×280 100P 1,900\ （税込\2,090) \2,400 （税込\2,640)
50-3411 ⾓底袋 ｸﾘｽﾀﾙﾌﾞﾙｰ 145×65×280 100P 1,900\ （税込\2,090) \2,400 （税込\2,640)
50-3459 ⼱着袋 レッド 240×360＋120 50P 4,650\ （税込\5,115) \5,350 （税込\5,885)
50-3460 ⼱着袋 ネイビー 240×360＋120 50P 4,650\ （税込\5,115) \5,350 （税込\5,885)
50-3461 ⼱着袋 ブラウン 240×360＋120 50P 4,650\ （税込\5,115) \5,350 （税込\5,885)
50-3500 ⾓底袋 ⽩無地 160×65×310 100P 1,700\ （税込\1,870) \2,150 （税込\2,365)
50-3501 ⾓底袋 未晒 156×95×320 100P 1,200\ （税込\1,320) \1,450 （税込\1,595)
50-3506 ⾓底袋 ルージュ 156×95×320 100P 1,500\ （税込\1,650) \1,840 （税込\2,024)
50-3507 ⾓底袋 マリン 156×95×320 100P 1,500\ （税込\1,650) \1,840 （税込\2,024)
50-3509 ⾓底袋 シルバースミス 156×95×320 100P 2,000\ （税込\2,200) \2,450 （税込\2,695)
50-3559 ⼱着袋 レッド 310×430＋120 50P 6,300\ （税込\6,930) \7,250 （税込\7,975)
50-3560 ⼱着袋 ネイビー 310×430＋120 50P 6,300\ （税込\6,930) \7,250 （税込\7,975)
50-3561 ⼱着袋 ブラウン 310×430＋120 50P 6,300\ （税込\6,930) \7,250 （税込\7,975)
50-3600 イーグリップ ⽩ 180×105×225 50P 1,700\ （税込\1,870) \2,150 （税込\2,365)
50-3601 イーグリップ 未晒 180×105×225 50P 1,650\ （税込\1,815) \2,050 （税込\2,255)
50-3659 ⼱着袋 レッド 450×560＋120 50P 9,000\ （税込\9,900) \10,400 （税込\11,440)
50-3660 ⼱着袋 ネイビー 450×560＋120 50P 9,000\ （税込\9,900) \10,400 （税込\11,440)
50-3661 ⼱着袋 ブラウン 450×560＋120 50P 9,000\ （税込\9,900) \10,400 （税込\11,440)
50-3706 ⾓底袋 ルージュ 180×105×350 100P 2,000\ （税込\2,200) \2,500 （税込\2,750)
50-3707 ⾓底袋 マリン 180×105×350 100P 2,000\ （税込\2,200) \2,500 （税込\2,750)
50-3709 ⾓底袋 シルバースミス 180×105×350 100P 2,450\ （税込\2,695) \3,200 （税込\3,520)
50-3710 ⾓底袋 ｸﾘｽﾀﾙﾋﾟﾝｸ 180×65×340 100P 2,400\ （税込\2,640) \3,000 （税込\3,300)
50-3711 ⾓底袋 ｸﾘｽﾀﾙﾌﾞﾙｰ 180×65×340 100P 2,400\ （税込\2,640) \3,000 （税込\3,300)
50-3800 ⾓底袋 ⽩無地 210×75×385 100P 2,700\ （税込\2,970) \3,400 （税込\3,740)
50-3801 ⾓底袋 未晒 195×120×365 100P 1,800\ （税込\1,980) \2,250 （税込\2,475)
50-3842 ⾓底袋 福袋 210×75×385 100P 3,150\ （税込\3,465) \3,300 （税込\3,630)
50-3900 フライドポテト⽤耐油袋 600\ （税込\660) \710 （税込\781)
50-3910 スタンドパック 300×310＋50 100P 4,250\ （税込\4,675) \4,900 （税込\5,390)
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50-4000 ⾓底袋 ⽩無地 90×40×175 20P 440\ （税込\484) \530 （税込\583)
50-4110 ⾓底袋 クリスタルピンク 120×60×220 20P 520\ （税込\572) \610 （税込\671)
50-4111 ⾓底袋 クリスタルブルー 120×60×220 20P 520\ （税込\572) \610 （税込\671)
50-4200 ⾓底袋 ⽩無地 130×65×250 20P 480\ （税込\528) \560 （税込\616)
50-4201 ⾓底袋 未晒 130×80×235 20P 310\ （税込\341) \350 （税込\385)
50-4206 ⾓底袋 ルージュ 130×80×235 20P 400\ （税込\440) \470 （税込\517)
50-4207 ⾓底袋 マリン 130×80×235 20P 400\ （税込\440) \470 （税込\517)
50-4209 ⾓底袋 シルバースミス 130×80×235 20P 480\ （税込\528) \560 （税込\616)
50-4217 パックンバッグ ネコ 130×80×235 10P 350\ （税込\385) \390 （税込\429)
50-4218 パックンバッグ ニワトリ 130×80×235 10P 350\ （税込\385) \390 （税込\429)
50-4359 ⼱着袋 レッド 170×280＋80 1P 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
50-4360 ⼱着袋 ネイビー 170×280＋80 1P 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
50-4361 ⼱着袋 ブラウン 170×280＋80 1P 150\ （税込\165) \180 （税込\198)
50-4406 ⾓底袋 ルージュ 150×90×280 20P 440\ （税込\484) \520 （税込\572)
50-4407 ⾓底袋 マリン 150×90×280 20P 440\ （税込\484) \520 （税込\572)
50-4409 ⾓底袋 シルバースミス 150×90×280 20P 560\ （税込\616) \660 （税込\726)
50-4410 ⾓底袋 クリスタルピンク 145×65×280 20P 600\ （税込\660) \710 （税込\781)
50-4411 ⾓底袋 クリスタルブルー 145×65×280 20P 600\ （税込\660) \710 （税込\781)
50-4459 ⼱着袋 レッド 240×360＋120 1P 170\ （税込\187) \200 （税込\220)
50-4460 ⼱着袋 ネイビー 240×360＋120 1P 170\ （税込\187) \200 （税込\220)
50-4461 ⼱着袋 ブラウン 240×360＋120 1P 170\ （税込\187) \200 （税込\220)
50-4500 ⾓底袋 ⽩無地 160×65×310 20P 550\ （税込\605) \660 （税込\726)
50-4501 ⾓底袋 未晒 156×95×320 20P 370\ （税込\407) \420 （税込\462)
50-4506 ⾓底袋 ルージュ 156×95×320 20P 460\ （税込\506) \540 （税込\594)
50-4507 ⾓底袋 マリン 156×95×320 20P 460\ （税込\506) \540 （税込\594)
50-4509 ⾓底袋 シルバースミス 156×95×320 20P 600\ （税込\660) \700 （税込\770)
50-4559 ⼱着袋 レッド 310×430＋120 1P 220\ （税込\242) \260 （税込\286)
50-4560 ⼱着袋 ネイビー 310×430＋120 1P 220\ （税込\242) \260 （税込\286)
50-4561 ⼱着袋 ブラウン 310×430＋120 1P 220\ （税込\242) \260 （税込\286)
50-4659 ⼱着袋 レッド 450×560＋120 1P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
50-4660 ⼱着袋 ネイビー 450×560＋120 1P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
50-4661 ⼱着袋 ブラウン 450×560＋120 1P 300\ （税込\330) \350 （税込\385)
50-4706 ⾓底袋 ルージュ 180×105×350 20P 560\ （税込\616) \670 （税込\737)
50-4707 ⾓底袋 マリン 180×105×350 20P 560\ （税込\616) \670 （税込\737)
50-4709 ⾓底袋 シルバースミス 180×105×350 20P 700\ （税込\770) \840 （税込\924)
50-4710 ⾓底袋 クリスタルピンク 180×65×340 20P 700\ （税込\770) \840 （税込\924)
50-4711 ⾓底袋 クリスタルブルー 180×65×340 20P 700\ （税込\770) \840 （税込\924)
50-4800 ⾓底袋 ⽩無地 210×75×385 20P 750\ （税込\825) \920 （税込\1,012)
50-4801 ⾓底袋 未晒 195×120×365 20P 500\ （税込\550) \610 （税込\671)
50-5000 ⼿提げ袋 ⽩無地 320×200×275 50P 5,900\ （税込\6,490) \7,100 （税込\7,810)
50-5001 ⼿提げ袋 未晒 320×200×275 50P 5,400\ （税込\5,940) \6,500 （税込\7,150)
50-5100 ⼿提げ袋 ⽩無地 260×100×310 50P 3,000\ （税込\3,300) \3,500 （税込\3,850)
50-5101 ⼿提げ袋 未晒 260×100×310 50P 2,800\ （税込\3,080) \3,250 （税込\3,575)
50-5106 ⼿提げ袋 ルージュ 260×100×310 50P 3,100\ （税込\3,410) \3,650 （税込\4,015)
50-5107 ⼿提げ袋 マリン 260×100×310 50P 3,100\ （税込\3,410) \3,650 （税込\4,015)
50-5108 ⼿提げ袋 エメラルド 260×100×310 50P 3,100\ （税込\3,410) \3,650 （税込\4,015)
50-5110 ⼿提げ袋 ルネッサンスG 260×100×310 50P 3,700\ （税込\4,070) \4,350 （税込\4,785)
50-5200 ⼿提げ袋 ⽩無地 320×110×320 50P 3,100\ （税込\3,410) \3,600 （税込\3,960)
50-5201 ⼿提げ袋 未晒 320×110×320 50P 3,000\ （税込\3,300) \3,550 （税込\3,905)
50-5206 ⼿提げ袋 ルージュ 320×110×320 50P 3,200\ （税込\3,520) \3,760 （税込\4,136)
50-5207 ⼿提げ袋 マリン 320×110×320 50P 3,200\ （税込\3,520) \3,760 （税込\4,136)
50-5208 ⼿提げ袋 エメラルド 320×110×320 50P 3,200\ （税込\3,520) \3,760 （税込\4,136)
50-5209 ⼿提げ袋 ｼﾙﾊﾞｰｽﾐｽ 320×110×320 50P 4,900\ （税込\5,390) \5,450 （税込\5,995)
50-5210 ⼿提げ袋 ルネッサンスG 320×110×320 50P 4,200\ （税込\4,620) \4,950 （税込\5,445)
50-5300 ⼿提げ袋 ⽩無地 320×110×420 50P 3,400\ （税込\3,740) \4,000 （税込\4,400)
50-5301 ⼿提げ袋 未晒 320×110×400 50P 3,100\ （税込\3,410) \3,650 （税込\4,015)
50-5306 ⼿提げ袋 ルージュ 320×110×400 50P 3,400\ （税込\3,740) \4,000 （税込\4,400)
50-5307 ⼿提げ袋 マリン 320×110×400 50P 3,400\ （税込\3,740) \4,000 （税込\4,400)
50-5308 ⼿提げ袋 エメラルド 320×110×400 50P 3,400\ （税込\3,740) \4,000 （税込\4,400)
50-5309 ⼿提げ袋 ｼﾙﾊﾞｰｽﾐｽ 320×110×400 50P 5,000\ （税込\5,500) \5,750 （税込\6,325)



36/38 2022/8/1

品番 商品名 現⾏価格 新価格

2022年8⽉1⽇から 「改定」メーカー希望⼩売価格表

50-5310 ⼿提げ袋 ルネッサンスG 320×110×400 50P 4,600\ （税込\5,060) \5,200 （税込\5,720)
50-5316 ⼿提げ袋 ベア 320×110×430 レッド 50P 3,600\ （税込\3,960) \4,200 （税込\4,620)
50-5342 ⼿提げ袋 福袋 320×110×400 50P 4,450\ （税込\4,895) \4,900 （税込\5,390)
50-5400 ⼿提げ袋 ⽩無地 380×150×500 50P 6,900\ （税込\7,590) \8,000 （税込\8,800)
50-5401 ⼿提げ袋 未晒 380×150×500 50P 6,300\ （税込\6,930) \7,400 （税込\8,140)
50-5406 ⼿提げ袋 ルージュ 380×150×500 50P 7,200\ （税込\7,920) \8,500 （税込\9,350)
50-5407 ⼿提げ袋 マリン 380×150×500 50P 7,200\ （税込\7,920) \8,500 （税込\9,350)
50-5408 ⼿提げ袋 エメラルド 380×150×500 50P 7,200\ （税込\7,920) \8,500 （税込\9,350)
50-5410 ⼿提げ袋 ルネッサンスG 380×150×500 50P 8,800\ （税込\9,680) \10,400 （税込\11,440)
50-5412 ⼿提げ袋 レースィ 200×120×250 25P 1,900\ （税込\2,090) \2,200 （税込\2,420)
50-5442 ⼿提げ袋 福袋 380×150×500 50P 8,200\ （税込\9,020) \8,950 （税込\9,845)
50-5500 ⼿提げ袋 ⽩無地 420×160×535 50P 9,000\ （税込\9,900) \10,450 （税込\11,495)
50-5509 ⼿提げ袋 プチスタンプ 200×120×250 25P 2,200\ （税込\2,420) \2,550 （税込\2,805)
50-5511 ⼿提げ袋 未晒 220×150×210 50P 2,700\ （税込\2,970) \3,000 （税込\3,300)
50-5512 ⼿提げ袋 ゆうび 220×130×230 ﾍﾞｰｼﾞｭ 50P 3,400\ （税込\3,740) \4,000 （税込\4,400)
50-5513 ⼿提げ袋 ゆうび 220×130×230 ブルー 50P 3,400\ （税込\3,740) \4,000 （税込\4,400)
50-5542 ⼿提げ袋 福袋 420×160×535 50P 9,300\ （税込\10,230) \10,150 （税込\11,165)
50-5600 ⼿提げ袋 ⽩無地 440×210×430 50P 10,000\ （税込\11,000) \11,600 （税込\12,760)
50-5609 ⼿提げ袋 プチスタンプ 320×110×330 50P 5,200\ （税込\5,720) \6,000 （税込\6,600)
50-5612 ⼿提げ袋 レースィ 260×150×280 50P 4,200\ （税込\4,620) \4,850 （税込\5,335)
50-5642 ⼿提げ袋 福袋 540×150×630 50P 16,500\ （税込\18,150) \18,100 （税込\19,910)
50-5700 ⼿提げ袋 ⽩無地 600×220×480 50P 15,400\ （税込\16,940) \18,100 （税込\19,910)
50-5711 ⼿提げ袋 未晒 280×180×220 50P 3,600\ （税込\3,960) \4,350 （税込\4,785)
50-5812 ⼿提げ袋 レースィ 320×110×330 50P 3,300\ （税込\3,630) \3,800 （税込\4,180)
50-5910 ⼿提げ袋 ⾚ 180×100×210 25P 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
50-5911 ⼿提げ袋 緑 180×100×210 25P 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
50-5912 ⼿提げ袋 紺 180×100×210 25P 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
50-5913 ⼿提げ袋 ⽩無地 180×100×210 25P 1,500\ （税込\1,650) \1,750 （税込\1,925)
50-5914 ⼿提げ袋 茶無地 180×100×210 25P 1,500\ （税込\1,650) \1,750 （税込\1,925)
50-5915 ⼿提げ袋 ココア 180×100×210 25P 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
50-6000 ⼿提げ袋 ⽩無地 320×200×275 10P 1,300\ （税込\1,430) \1,490 （税込\1,639)
50-6001 ⼿提げ袋 未晒 320×200×275 10P 1,200\ （税込\1,320) \1,370 （税込\1,507)
50-6032 ⼿提げ袋 ﾃﾐﾆﾝ 180×100×150 ﾌﾞﾗｳﾝ 180\ （税込\198) \210 （税込\231)
50-6100 ⼿提げ袋 ⽩無地 260×100×310 10P 860\ （税込\946) \980 （税込\1,078)
50-6101 ⼿提げ袋 未晒 260×100×310 10P 850\ （税込\935) \970 （税込\1,067)
50-6106 ⼿提げ袋 ルージュ 260×100×310 10P 860\ （税込\946) \1,000 （税込\1,100)
50-6107 ⼿提げ袋 マリン 260×100×310 10P 860\ （税込\946) \1,000 （税込\1,100)
50-6108 ⼿提げ袋 エメラルド 260×100×310 10P 860\ （税込\946) \1,000 （税込\1,100)
50-6138 ⼿提げ袋 ふくまる 320×110×330 1,100\ （税込\1,210) \1,350 （税込\1,485)
50-6200 ⼿提げ袋 ⽩無地 320×110×320 10P 900\ （税込\990) \1,050 （税込\1,155)
50-6201 ⼿提げ袋 未晒 320×110×320 10P 870\ （税込\957) \980 （税込\1,078)
50-6206 ⼿提げ袋 ルージュ 320×110×320 10P 900\ （税込\990) \1,050 （税込\1,155)
50-6207 ⼿提げ袋 マリン 320×110×320 10P 900\ （税込\990) \1,050 （税込\1,155)
50-6208 ⼿提げ袋 エメラルド 320×110×320 10P 900\ （税込\990) \1,050 （税込\1,155)
50-6238 ⼿提げ袋 ふくまる 320×110×430 1,350\ （税込\1,485) \1,600 （税込\1,760)
50-6239 ⼿提げ袋 HAPPYBAG 415×110×320 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
50-6300 ⼿提げ袋 ⽩無地 320×110×420 10P 1,000\ （税込\1,100) \1,150 （税込\1,265)
50-6301 ⼿提げ袋 未晒 320×110×400 10P 940\ （税込\1,034) \1,100 （税込\1,210)
50-6306 ⼿提げ袋 ルージュ 320×110×400 10P 950\ （税込\1,045) \1,100 （税込\1,210)
50-6307 ⼿提げ袋 マリン 320×110×400 10P 950\ （税込\1,045) \1,100 （税込\1,210)
50-6308 ⼿提げ袋 エメラルド 320×110×400 10P 950\ （税込\1,045) \1,100 （税込\1,210)
50-6400 ⼿提げ袋 ⽩無地 380×150×500 10P 1,800\ （税込\1,980) \2,050 （税込\2,255)
50-6401 ⼿提げ袋 未晒 380×150×500 10P 1,500\ （税込\1,650) \1,750 （税込\1,925)
50-6406 ⼿提げ袋 ルージュ 380×150×500 10P 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
50-6407 ⼿提げ袋 マリン 380×150×500 10P 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
50-6408 ⼿提げ袋 エメラルド 380×150×500 10P 1,800\ （税込\1,980) \2,100 （税込\2,310)
50-6412 ⼿提げ袋 レースィ 200×120×250 10P 800\ （税込\880) \920 （税込\1,012)
50-6422 ⼿提げ袋 ブライト 225×80×320 シロ 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
50-6424 ⼿提げ袋 ブライト 225×80×320 シコン 300\ （税込\330) \340 （税込\374)
50-6500 ⼿提げ袋 ⽩無地 420×160×535 10P 2,000\ （税込\2,200) \2,200 （税込\2,420)
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50-6522 ⼿提げ袋 ブライト 330×100×300 シロ 320\ （税込\352) \360 （税込\396)
50-6524 ⼿提げ袋 ブライト 330×100×300 シコン 320\ （税込\352) \360 （税込\396)
50-6528 ⼿提げ袋 ﾘﾊﾞｰｼﾞｭﾐﾆ 330×110×320 ﾍﾞｰｼﾞｭ 270\ （税込\297) \310 （税込\341)
50-6529 ⼿提げ袋 ﾘﾊﾞｰｼﾞｭﾐﾆ 330×110×320 ｸﾞﾚｰ 270\ （税込\297) \310 （税込\341)
50-6532 ⼿提げ袋 ﾘﾊﾞｰｼﾞｭﾐﾆ 330×110×320 ﾌﾞﾙｰ 270\ （税込\297) \310 （税込\341)
50-6600 ⼿提げ袋 ⽩無地 440×210×430 10P 2,200\ （税込\2,420) \2,450 （税込\2,695)
50-6612 ⼿提げ袋 レースィ 260×150×280 10P 900\ （税込\990) \1,050 （税込\1,155)
50-6628 ⼿提袋 ﾘﾊﾞｰｼﾞｭﾛﾝｸﾞ 330×110×440 ﾍﾞｰｼﾞｭ 330\ （税込\363) \370 （税込\407)
50-6629 ⼿提げ袋 ﾘﾊﾞｰｼﾞｭﾛﾝｸﾞ 330×110×440 ｸﾞﾚｰ 330\ （税込\363) \370 （税込\407)
50-6632 ⼿提げ袋 ﾘﾊﾞｰｼﾞｭﾛﾝｸﾞ 330×110×440 ﾌﾞﾙｰ 330\ （税込\363) \370 （税込\407)
50-6633 ⼿提げ袋 ｷｬﾘｰﾊﾞｯｸﾞ 330×110×440 ⽩ 330\ （税込\363) \370 （税込\407)
50-6638 ⼿提げ袋 ロングデラックス 330×110×440 330\ （税込\363) \370 （税込\407)
50-6700 ⼿提げ袋 ⽩無地 600×220×480 10P 3,400\ （税込\3,740) \3,650 （税込\4,015)
50-6733 ⼿提げ袋 ｷｬﾘｰﾊﾞｯｸﾞ 380×120×510 ⽩ 380\ （税込\418) \430 （税込\473)
50-6738 ⼿提げ袋 ＬPデラックス 380×120×510 380\ （税込\418) \430 （税込\473)
50-6800 ⼿提げ袋 額縁⽤ 335×45×460 10P 1,800\ （税込\1,980) \2,150 （税込\2,365)
50-6812 ⼿提げ袋 レースィ 320×110×330 10P 720\ （税込\792) \830 （税込\913)
50-6832 ⼿提げ袋 スリム 130×90×360 紺 270\ （税込\297) \310 （税込\341)
50-6834 ⼿提げ袋 スリム 130×90×360 ⾚ 270\ （税込\297) \310 （税込\341)
50-6838 ⼿提げ袋 ｼﾞｬﾝﾎﾞﾃﾞﾗｯｸｽ 410×120×600 480\ （税込\528) \540 （税込\594)
50-6900 ⼿提げ袋 額縁⽤ 390×45×510 10P 1,900\ （税込\2,090) \2,250 （税込\2,475)
50-6910 ⼿提げ袋 ⾚ 180×100×210 10P 720\ （税込\792) \830 （税込\913)
50-6911 ⼿提げ袋 緑 180×100×210 10P 720\ （税込\792) \830 （税込\913)
50-6912 ⼿提げ袋 紺 180×100×210 10P 720\ （税込\792) \830 （税込\913)
50-6913 ⼿提げ袋 ⽩無地 180×100×210 10P 720\ （税込\792) \830 （税込\913)
50-6914 ⼿提げ袋 茶無地 180×100×210 10P 720\ （税込\792) \830 （税込\913)
50-6915 ⼿提げ袋 ココア 180×100×210 10P 720\ （税込\792) \830 （税込\913)
50-6930 ⼿提げ袋 スリム 130×90×360 ⽩ 10P 2,500\ （税込\2,750) \2,850 （税込\3,135)
50-6931 ⼿提げ袋 スリム 130×90×360 ⾦ 10P 2,500\ （税込\2,750) \2,850 （税込\3,135)
50-6932 ⼿提げ袋 スリム 130×90×360 紺 10P 2,500\ （税込\2,750) \2,850 （税込\3,135)
50-6933 ⼿提げ袋 スリム 130×90×360 ⿊ 10P 2,500\ （税込\2,750) \2,850 （税込\3,135)
50-6934 ⼿提げ袋 スリム 130×90×360 ⾚ 10P 2,500\ （税込\2,750) \2,850 （税込\3,135)
50-7100 リボン グランドメタル ⾦ 6 460\ （税込\506) \520 （税込\572)
50-7101 リボン グランドメタル 銀 6 460\ （税込\506) \520 （税込\572)
50-7112 リボン イブ ⾚ 6 340\ （税込\374) \390 （税込\429)
50-7113 リボン イブ 緑 6 340\ （税込\374) \390 （税込\429)
50-7114 リボン イブ ⻘ 6 340\ （税込\374) \390 （税込\429)
50-7200 リボン グランドメタル ⾦ 9 520\ （税込\572) \590 （税込\649)
50-7201 リボン グランドメタル 銀 9 520\ （税込\572) \590 （税込\649)
50-7204 リボン クリスマス⽤ ⾚緑 12 990\ （税込\1,089) \1,150 （税込\1,265)
50-7212 リボン イブ ⾚ 12 410\ （税込\451) \470 （税込\517)
50-7213 リボン イブ 緑 12 410\ （税込\451) \470 （税込\517)
50-7214 リボン イブ ⻘ 12 410\ （税込\451) \470 （税込\517)
50-7220 リボン グレース ⽣成 12 370\ （税込\407) \420 （税込\462)
50-7221 リボン グレース 銀 12 370\ （税込\407) \420 （税込\462)
50-7223 リボン グレース ⾚ 12 370\ （税込\407) \420 （税込\462)
50-7224 リボン グレース 桃 12 370\ （税込\407) \420 （税込\462)
50-7226 リボン グレース ⻩ 12 370\ （税込\407) \420 （税込\462)
50-7227 リボン グレース 深緑 12 370\ （税込\407) \420 （税込\462)
50-7228 リボン グレース ⻘ 12 370\ （税込\407) \420 （税込\462)
50-7229 リボン グレース 紺 12 370\ （税込\407) \420 （税込\462)
50-7300 リボン グランドメタル ⾦ 12 650\ （税込\715) \740 （税込\814)
50-7301 リボン グランドメタル 銀 12 650\ （税込\715) \740 （税込\814)
50-7400 リボン グランドメタル ⾦ 18 840\ （税込\924) \950 （税込\1,045)
50-7401 リボン グランドメタル 銀 18 840\ （税込\924) \950 （税込\1,045)
50-7404 リボン クリスマス⽤ ⾚緑 18 1,200\ （税込\1,320) \1,400 （税込\1,540)
50-7412 リボン イブ ⾚ 18 440\ （税込\484) \500 （税込\550)
50-7413 リボン イブ 緑 18 440\ （税込\484) \500 （税込\550)
50-7414 リボン イブ ⻘ 18 440\ （税込\484) \500 （税込\550)
50-7420 リボン グレース ⽣成 18 550\ （税込\605) \630 （税込\693)
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50-7421 リボン グレース 銀 18 550\ （税込\605) \630 （税込\693)
50-7423 リボン グレース ⾚ 18 550\ （税込\605) \630 （税込\693)
50-7424 リボン グレース 桃 18 550\ （税込\605) \630 （税込\693)
50-7426 リボン グレース ⻩ 18 550\ （税込\605) \630 （税込\693)
50-7427 リボン グレース 深緑 18 550\ （税込\605) \630 （税込\693)
50-7428 リボン グレース ⻘ 18 550\ （税込\605) \630 （税込\693)
50-7429 リボン グレース 紺 18 550\ （税込\605) \630 （税込\693)
50-7500 リボン グランドメタル ⾦ 24 1,150\ （税込\1,265) \1,300 （税込\1,430)
50-7504 リボン クリスマス⽤ ⾚緑 24 1,600\ （税込\1,760) \1,820 （税込\2,002)


