
ご注文・お問い合わせ

0120-600-832フリー
コール
通信料
無　料 0120-600-965フリー

コール
通話料
無　料

9：00～17：00
（土・日・祝日を除く）

2021年末年始セールチラシ 902-315

年末年始年末年始
セールチラシセールチラシチラシ

有効期限
2021年11月1日（月）～
2022年1月20日（木）まで
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80m巻

ひも付 1個

限定700冊 ご要望にお応えし一部仕様を変更

50㎜

36㎜32㎜

157㎜

45㎜

177㎜

チラシ
限定
チラシ
限定

呉竹

くれ竹美文字　完美王

●サイズ／φ14×174㎜●墨液

お申込番号 商品種別 価格

331-538
331-539
331-540

①極細

②中字

通常価格

(税込¥374)¥340
¥340

1本 ¥352（税抜）

③太字 (税込¥440)¥4001本 ¥422（税抜）

1本 ¥352（税抜） (税込¥374)

木芯こま

¥146 (税込¥160)
お申込番号 331-526

1セット 通常価格 ¥153(税抜)

●サイズ／こま：約φ60×H60㎜、
ひも約135㎝●付属品／ひも

雪の子半紙（1000枚入）

¥1,740(税込¥1,914)
お申込番号 331-534

1箱 通常価格 ¥1,800(税抜)

●斤量5kg●パルプ半紙●小分け無し

マルアイ つみ草半紙（1000枚入）

¥1,520(税込¥1,672)
お申込番号 331-535

1箱 通常価格 ¥1,600(税抜)

●斤量5kg●パルプ半紙●100枚ポリ
入×10袋

マルアイ

学校書初紙
八切判（1000枚入）

¥3,780(税込¥4,158)
お申込番号 331-536

1箱 通常価格 ¥3,900(税抜)

●斤量5.5kg●模造半紙●20枚入×
50パック

マルアイ

学校書初紙
三ツ判（1000枚入）

¥9,400(税込¥10,340)
お申込番号 331-537

1箱 通常価格 ¥9,800(税抜)

●斤量6kg●模造半紙●10枚入×100
パック

マルアイ

手回しこま

¥192 (税込¥211)
お申込番号 331-527

1個 通常価格 ¥202(税抜)

●サイズ／約φ72×H92㎜

木のけん玉

¥400 (税込¥440)
お申込番号 331-532

1個 通常価格 ¥420(税抜)

●サイズ／高さ157㎜
※造形用けん玉のため、競技用に比
べ強度はありません。

日本昔話かるた

¥380 (税込¥418)
お申込番号 331-541

1個 通常価格 ¥400(税抜)

●内容／絵札・文字札：各44枚入、説明
書付●サイズ／箱：W147×D192×H35
㎜、札：W62×D84×H0.5㎜●かる
た読み上げアプリ対応

銀鳥産業

せいかつかるた

¥380 (税込¥418)
お申込番号 331-542

1個 通常価格 ¥400(税抜)

●内容／絵札・文字札：各44枚入、説明
書付●サイズ／箱：W147×D192×H35
㎜、札：W62×D84×H0.5㎜●かる
た読み上げアプリ対応

銀鳥産業

いろはかるた

¥710 (税込¥781)
お申込番号 331-543

1個 通常価格 ¥743(税抜)

●サイズ／箱：W160×D195×H40
㎜、札：W56.5×D83㎜●付属品／
解説書、いろは表

エンゼルなぞなぞかるた２

¥380 (税込¥418)
お申込番号 331-544

1個 通常価格 ¥400(税抜)

●内容／絵札・文字札：各44枚入、説明
書付●サイズ／箱：W147×D192×H35
㎜、札：W62×D84×H0.5㎜●かる
た読み上げアプリ対応

銀鳥産業

だるま落とし

¥400 (税込¥440)
お申込番号 331-533

1個 通常価格 ¥420(税抜)

●サイズ／45×177㎜

羽子板

¥252 (税込¥277)
お申込番号 331-531

1個 通常価格 ¥265(税抜)

●サイズ／約318×104×7㎜

羽子板用羽根

¥55 (税込¥60)
お申込番号 331-530

1個 通常価格 ¥65(税抜)

●サイズ／全長約95㎜
※色の指定はできません。

ぐにゃぐにゃだこ（組立済）

¥191 (税込¥210)
お申込番号 331-528

1セット M価 オープン

●本体サイズ／縦525×横700㎜
●材質／ビニール●付属品／凧糸50m
※竹ひごは本体にのりづけされてお
りますが、外れやすい場合はテープな
どで補強してお使いください。

凧糸（８０ｍ巻）

¥86 (税込¥94)
お申込番号 331-529

ＪＢＳＯ

1本 通常価格 ¥91(税抜)

●サイズ／80m巻●太さ約1.0㎜
●材質／ポリエステル

仮巻　八ツ切

¥206 (税込¥226)
お申込番号 331-588

ゴークラ

1本 通常価格 ¥216(税抜)

●サイズ／250×840㎜

ティーチャーズダイアリー2022

¥1,637(税込¥1,800)
お申込番号 331-585

1冊 M価 オープン

●サイズ／約W186×D263×H12
㎜※できるだけ2冊以上に取りまとめ
てのご注文をお願いいたします。

①極細

②中字

③太字

“押さずに流れる”新機構！
大きな文字もすらすら書ける新感覚筆ぺん。

作品を引き立てる仮巻です。

①背表紙にはネームホルダー付き
②チョークなど汚れに強い特製カバー表紙

①

②

⑥

⑤

⑦

●付属品：
　脱着式クリアポケット（2枚）

【ココが変わりました】
時間割表など、用途の
限られるページを削除。
週間スケジュールの月頭に
月間予定表を貼るなど
自由に使えるメモページを
入れてより使いやすく！

④平日の記入項目は大きく書き込めます
⑤各頁に2ヵ月カレンダー
⑥開きやすいコーナーカット
⑦月次インデックス

大きくて見やすいB5判！忙しい毎日のスケジュール管理に！

｢なぞなぞ｣で遊びながら考える力が
身につきます！好奇心が芽生え､
興味の対象がどんどん増えていきます。

生活習慣やルール・マナーを楽しみ
ながら覚えよう！こどもたちの
自立を応援するかるたです。

４４話の昔話を記載。
心暖まる昔話の世界が楽しめます！

厚みのあるカルタ専用の紙を
使用、伝統的な絵柄です。

自由に絵を描いて、
すぐに遊べます。

小中学生の練習用半紙。 筆のすべりが良く、にじみにくい

全国書道連盟推奨

GPN

※写真は2個分です。

③週間スケジュール
　今日は何の日かプチ情報を別ページにて記載。授業の合間の話題に活用できます。

④

販売期間

2021年11月22日（月）

～

2022年3月31日（木）



研磨粒子入①②

③

ラメモール５色セット

●内容／5色（金・銀・赤・緑・ピンク）、①②250本（各色50本）、③125本（各色25本）
●サイズ／長さ30㎝

お申込番号 商品種別 価格

331-552
331-553
331-554

①φ３ｍｍ

②φ６ｍｍ

通常価格

(税込¥1,254)¥1,140
¥2,190

1セット ¥1,200（税抜）

③φ９ｍｍ (税込¥3,124)¥2,8401セット ¥2,980（税抜）

1セット ¥2,300（税抜） (税込¥2,409)

イザベラリボン

●長さ／29m巻●材質／レーヨン、ナイロン

お申込番号 商品種別 価格

331-548
331-549

幅１２ｍｍ

幅１８ｍｍ

通常価格

(税込¥356)¥324
¥386

1巻 ¥334（税抜）

1巻 ¥399（税抜） (税込¥424)

板ダンボール

●紙厚／約7㎜（セミダブル）

¥5,6201組 ¥5,860（税抜） (税込¥6,182)

お申込番号 商品種別 価格

331-558
331-559
331-560
331-561

４ツ切（38×54ｃｍ） 10枚

９０×１００ｃｍ ５枚

９０×１５０ｃｍ ５枚

９０×２００ｃｍ ５枚

通常価格

(税込¥1,672)¥1,520
¥2,720

1組 ¥1,580（税抜）

(税込¥3,982)¥3,6201組 ¥3,770（税抜）

1組 ¥2,830（税抜） (税込¥2,992)

チラシ有効期限 2021年11月1日（月）～2022年1月20日（木）まで

フェルト卓上クリスマスツリー

¥220 (税込¥242)
お申込番号 331-586

1セット 通常価格 ¥240(税抜)

●サイズ／約141×H200㎜●重量
／27g●材質／ポリエステル、ポリプ
ロピレン
※装飾品は商品に含まれておりません。

フェルトミニツリー

¥240 (税込¥264)
お申込番号 331-587

1セット 通常価格 ¥260(税抜)

●サイズ／約140×H190㎜●重量
／12g●材質／ポリエステル100%
※装飾品は商品に含まれておりません。

クリスマスツリー150㎝

¥15,400(税込¥16,940)
お申込番号 331-546

1セット 通常価格 ¥16,200(税抜)

●内容／ヌードルツリー(150㎝)、
ツリートップベルハンガー、オーガ
ンジーミニリボン、50球電池式
LEDライト、65㎝パーティーレッド
ツリースカート、ワイヤーリボン：2色
(金・赤：各4個)、ミニリース：4個、
ノルディックオーナメント：2セット
※季節商品となりますので、今シーズ
ン分の在庫が無くなり次第、取扱い
を終了させていただきます。
※お届けする商品のオーナメントが
画像と異なる場合がございます。

クリスマスツリー

¥210 (税込¥231)
お申込番号 331-547

1個 通常価格 ¥220(税抜)

●サイズ／全長：20㎝●材質／木の
葉：PVC、木の枝：スチール、布：麻
※季節商品となりますので、今シーズ
ン分の在庫が無くなり次第、取扱い
を終了させていただきます。
※装飾用オーナメントは商品に含ま
れておりません。

スクールタフ18Ｌ

¥13,800(税込¥15,180)
お申込番号 331-574

リンレイ

1箱 通常価格 ¥14,700(税抜)

●標準使用量／約1,800㎡

スクールジム18Ｌ

¥13,800(税込¥15,180)
お申込番号 331-575

リンレイ

1箱 通常価格 ¥14,700(税抜)

●標準使用量／約1,800㎡

かんたんマイペット
業務用4.5Ｌ（4本）

¥5,220 (税込¥5,742)
お申込番号 331-577

花王

1組 通常価格 ¥5,334(税抜)

●液性／弱アルカリ性

キッチンハイター5Ｌ（3本）

¥3,390 (税込¥3,729)
お申込番号 331-579

花王

1組 通常価格 ¥3,480(税抜)
クリームクレンザー400g（24本）

¥2,740 (税込¥3,014)
お申込番号 331-583

カネヨ石鹸

1箱 通常価格 ¥2,839(税抜)

シールはがし180ml（6本）

¥5,880 (税込¥6,468)
お申込番号 331-576

コクヨ

1箱 通常価格 ¥6,070(税抜)

●付属品／ヘラ

クエン酸くん330ｇ

¥340 (税込¥374)
お申込番号 331-584

カネヨ石鹸

1個 通常価格 ¥360(税抜)

お徳用ぞうきん（50枚）

¥2,220 (税込¥2,442)
お申込番号 331-578

オーミケンシ

1パック 通常価格 ¥2,300(税抜)

●サイズ／1枚：約20×30㎝
●重量／1枚：約31g 
●材質／綿100%

格子タオルふきん（10枚）

¥420(税込¥462)
お申込番号 331-582

オーミケンシ

1パック 通常価格 ¥440(税抜)

●サイズ／約34×35㎝
●材質／綿100％

キクロンＡ（10個）

¥1,350 (税込¥1,485)
お申込番号 331-581

キクロン

1組 通常価格 ¥1,400(税抜)

●サイズ／115×75×36㎜
●材質／ナイロン（研磨粒子入不織布）
・ポリウレタン
※色の指定はできません。

学校・病院用
メラミンスポンジ（672個）

¥3,750(税込¥4,125)
お申込番号 331-605

レック

1箱 通常価格 ¥3,950(税抜)

●サイズ／1個：41×20×31㎜
●材質／メラミンフォーム

サンタクロースセット

¥4,220 (税込¥4,642)
お申込番号 331-545

1セット 通常価格 ¥4,450(税抜)

●内容／上着、パンツ、帽子、ベルト、
ヒゲ、眉毛●サイズ／対応身長：約
160～180㎝、上着着丈：約66㎝、
胸囲：約110㎝まで、パンツ丈：約
100㎝、胴囲：約100㎝まで、ベルト
長さ：約120㎝、帽子頭囲：約62㎝
まで●材質／上着・帽子：ポリエステ
ル、アクリル、パンツ・ベルト：ポリエ
ステル、眉毛・ヒゲ：アクリル
※サイズはあくまで目安となります。
※季節商品となりますので、今シーズ
ン分の在庫が無くなり次第、取扱い
を終了させていただきます。

毛糸（５玉）　並太

お申込番号 カラー

①白

②薄黄

③黄

④橙

⑤薄桃

1セット 通常価格¥900(税抜) ¥850 (税込¥935)
331-589
331-590
331-591
331-592
331-593
●内容／同色5玉●長さ／約68m●直径／約2.5㎜●材質／アクリル100％
●重量／45g（1玉）

⑥桃

⑦赤

⑧薄水

⑨水色

⑩黄緑

⑪緑

331-594
331-595
331-596
331-597
331-598
331-599

⑫茶

⑬黒

⑭蛍光イエロー

⑮蛍光ピンク

⑯蛍光グリーン

331-600
331-601
331-602
331-603
331-604

ラピー １８㎜×８ｍ
（１０巻）

お申込番号 カラー

金

銀

1パック 通常価格 ¥1,410(税抜)
¥1,390(税込¥1,529)

331-550
331-551

セメダイン

●裏面／粘着

ぼんてんケース付

お申込番号 商品種別

10ｍｍ（250個）

15ｍｍ（100個）

20ｍｍ（50個）

1セット 通常価格 ¥550(税抜)
¥520(税込¥572)

331-555
331-556
331-557
●内容／8色（赤・白・黄・水・黄緑・
桃・橙・紫）、①250個、②100個、
③50個●サイズ／ケース：φ60×120
㎜●材質／ポリプロピレン、ケース：
PET※内容はセットによって異なり
ます。

作品例

水アカや石けんカスなどの
アルカリ性の汚れに。

プラスチック・
ガラス・スチール・
メラミン化粧合板
などに残った粘着
シール・のり跡の
除去に。

水だけで汚れを落とす
メラミンスポンジの
激落ちくんが大容量で登場！

つけ置きで、すみずみまで除菌・
漂白・消臭できる台所用塩素系
漂白剤です。

綿100％ぞうきん。スポンジたわしのスタンダード。

いろいろな所に使える
ふきそうじ用洗剤
除菌もできて
2度ぶき不要

教室・廊下等での安全性と美観維持を実現。

板ダンボールを使って大きな工作！

体育館に適した耐スリップ特性を実現。

除菌効果のある
もうそう竹エキスを
配合したクリーム
クレンザーです。

保管しやすいケース入り

裏面に粘着剤の付いたメタリックテープです。グリーン耳にゴールド糸をあしらった豪華なリボン。

サンタさんに変身！
クリスマス会は
大盛り上がり！

クリスマスにツリーは
かかせません！

省スペースでも飾りやすい
ミニサイズのクリスマスツリー！

2色のフェルトで作るツリーです。
トナカイ、星、丸の形が切り取れます。

シンプルな柄でアレンジも自由自在！

シックスクール
配慮

木床・化学床
樹脂ワックス

シックスクール
配慮

木床（体育館用）
樹脂ワックス

5玉

並太

68m

5色／250本

5色／125本

直径3㎜

直径6㎜

直径9㎜

30㎝

幅18㎜

長さ8m

幅12㎜

幅18㎜

29m巻

8色／250個

直径10㎜

8色／100個

直径15㎜

8色／50個

直径20㎜

4ツ切／10枚

90×100～200㎝／5枚

約2㎜
約5㎜

① 　 ② 　 ③ 　 ④ 　 ⑤ 　 ⑥ 　 ⑦ 　 ⑧

⑨ 　 ⑩ 　 ⑪ 　 ⑫ 　 ⑬ 　 ⑭ 　 ⑮ 　 ⑯

×3本
×24本

×4本

×6本


