
2022秋のセールカタログ
FAX 0120-600-832フリー

コール
通信料
無　料 TEL 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）

902-320

人気のラインパウダーがお買い得！

2022年8月4日（木）～10月31日（月）17：00までカタログ有効期間

詳しい機能はコチラ▼
エデュースウェブ 詳しくはコチラ▶ エデュースウェブ

その他多数の
便利機能を追加予定

リニューアル記念

プレゼントキャンペーン開催決定！エデュースWebがエデュースWebがエデュースWebが変わります

詳しい機能はコチラ

商品の出荷日指定が
可能に！

再入荷案内メールで
商品の入荷をお知らせ！

※機能の追加は今秋を予定しておりますが、
　予告なく変更される場合があります。

リアルタイムで
在庫の確認が可能に！

A賞：ダイソン
「Dyson Micro 1.5kg」
 コードレスクリーナー

B賞：パナソニック
全自動コーヒーメーカー景品例

※賞品は予告なく
　変更される
　場合があります。

※キャンペーンの内容は、予告なく変更
　される場合があります。
　詳しくはWebをご確認ください。

【期間】
キャンペーン詳細告知：
 2022年8月下旬
キャンペーン応募期間：
 2022年9月上旬～下旬

1名様
A賞 3名様

B賞

¥1,458
（税込¥1,603.8）

1袋あたり（税抜）

ヒサモト産業

グラウンドマーカー（白）20㎏
1袋 M価 オープン

¥1,490(税込¥1,639)
お申込番号 332-886

●材質／炭酸カルシウム

（財）東京都学校保健会推薦品

まとめ割！
ヒサモト産業

グラウンドマーカー（白）100kg
1組 M価 オープン

¥7,290(税込¥8,019)
お申込番号 332-887

●20㎏×5袋

エバニュー

カラーフィールドパウダー（15㎏）

1箱 M価 ¥5,500(税抜) ¥4,150(税込¥4,565)
お申込番号 カラー

332-894 青

332-895 黄

お申込番号 カラー

332-896 緑

332-897 赤

●内容／3㎏×5袋●材質／炭酸カルシウム

3㎏×5袋
袋入
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※ 税8％ は軽減税率[8％]の対象商品です。

① ②

秋のセールカタログ！

φ20㎜

ライン幅5㎝

使いやすいスタンダードモデル

エバニュー

スーパーライン引 F5
1台 M価 ¥12,900(税抜)

¥9,440(税込¥10,384)
お申込番号 332-944

●サイズ／W24×D27×H80.8㎝ ●重
量／2.8㎏●材質／鋼板製●容量／
炭酸カルシウム約8.5㎏●概算距離

（炭酸カルシウム）／約510m●粉止
板付

販売許可不要

エバニュー

ファースト信号器（双発）
1丁 M価 ¥4,600(税抜)

¥3,280(税込¥3,608)
お申込番号 332-946

●サイズ／14×14㎝
●重量／ 500g●材質
／本体：スチール製、受皿・
撃鉄：真鍮合金製●連打
防止装置付●クリーナー
付
※エバニュー製の紙雷管
をご使用ください。

エバニュー

ミニ雷管（100発）
1箱 M価 ¥750(税抜)

¥600(税込¥660)
お申込番号 332-947

●薬量0.01g以下
（1発当たり）
●運動会用紙雷管

（屋内使用もできます。）

水たまりに置くだけで一気に水を吸い上げます。

トーエイライト

PVA吸水スポンジ1000㏄
1個 M価 ¥2,140(税抜)

¥1,690(税込¥1,859)
お申込番号 332-985

●サイズ／ 310×115×
24㎜●吸水／約1L●材
質／ PVA

1音ピー

トーエイライト

電子ホイッスルHP588
1個 M価 ¥3,000(税抜)

¥2,620(税込¥2,882)
お申込番号 332-927

●サイズ／ 33×107×
39㎜●重量／ 80g（電
池・ストラップ含む）●材
質／ ABS樹脂（ラバー
グリップ）●音量／約
125dB●ストラップ付
●電源／単4乾電池2本

（動作確認用付属）

大音量で手のひらにすっぽり収まる
コンパクトサイズ！

●サイズ／約130×36
×36㎜●重量／80g（電
池 含 む ） ● 音 量 ／
120dB●電源／単4乾
電池2本（動作確認用付
属）

エバニュー

ピットナル3
1個 M価 ¥2,800(税抜)

¥2,390(税込¥2,629)
お申込番号 カラー

332-888 赤

332-889 青

聞き分けやすい2音切替式

連結式運動会やイベントの飾り付けに。

連結式

万国旗（連結式）
テトロン製 20カ国
1セット M価 オープン

¥6,090(税込¥6,699)
お申込番号 332-982 ●サイズ／旗：29×40㎝、全長：12.5m

●材質／旗：テトロン、紐：綿

万国旗（連結式）
ポリエチレン製 20カ国
1セット M価 オープン

¥1,330(税込¥1,463)
お申込番号 332-983 ●サイズ／旗：27×37㎝、全長：9.5m

●材質／旗：ポリエチレン、紐：綿

踏んでも戻る柔らか素材の
コーナープレート！

トーエイライト コーナープレート4色
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-986 ①20枚 1セット ¥3,660(税抜) ¥2,920(税込¥3,212)

332-987 ②40枚 1セット ¥7,000(税抜) ¥5,600(税込¥6,160)

●内容／①20枚(青・オレンジ・緑・黄：各5枚)②40枚(青・オレンジ・緑・黄：各10枚)●サ
イズ／プレート：直径19×高さ約5㎝、プレート穴：直径約5.2㎝●材質／スチール、ポリ
エチレン●付属品／専用ホルダー

高さ5㎝

φ20㎜

φ20㎜

φ20㎜φ20㎜

φ20㎜

台部分が丸いから足が引っかかりません。
高さ65㎝

高さ40㎝

エバニュー

コーナーポスト40
1本 M価 ¥3,200(税抜)

¥2,480(税込¥2,728)
お申込番号 カラー

332-938 白

332-939 赤

332-940 ピンク

332-941 黄

332-942 青

332-943 緑

● サ イズ ／ 底 直 径30×高 さ40 ㎝
●重量／ 700g●材質／ポリエチレ
ン製●グランド固定ピン穴付●ポール
用縦横穴付（直径20㎜）

エバニュー

コーナーポスト65
1本 M価 ¥4,850(税抜)

¥3,790(税込¥4,169)
お申込番号 カラー

332-932 白

332-933 赤

332-934 ピンク

332-935 黄

332-936 青

332-937 緑

● サ イズ ／ 底 直 径36×高 さ65 ㎝
●重量／ 1.2㎏●材質／ポリエチレン
製●グランド固定ピン穴付●ポール用
縦横穴付（直径20㎜）
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秋のセールカタログ！
曲線にも使えるビニール製 直線が引きやすいポリプロピレン製

ミカサ

ラインテープ（ビニール）
1セット M価 ¥3,600(税抜)

¥2,880(税込¥3,168)
お申込番号 カラー

332-898 白

332-899 赤

332-900 青

332-901 黄

332-902 緑

●内容／ 4巻入●50㎜×25m巻
●材質／ビニール

ミカサ

ラインテープ（ポリ）
1セット M価 ¥2,500(税抜)

¥1,990(税込¥2,189)
お申込番号 商品種別

332-903 50㎜×50m巻　白

332-904 50㎜×50m巻　赤

332-905 50㎜×50m巻　青

332-906 50㎜×50m巻　黄

332-907 50㎜×50m巻　緑

●内容／2巻入●材質／ポリプロピレ
ン●用途／50㎜：バレー・バスケット
用

1/1000 秒計測可能。 防雨タイプ
（JIS防雨型）

シチズン

ストップウォッチ055
1個 M価 ¥3,000(税抜)

¥2,240(税込¥2,464)
お申込番号 332-945

●サイズ／75×60×19㎜●重量／
46g●1/1000秒計測、単純計時、積
算計時、スプリットタイム計時、1位2
位同時計時●使用電池／ LR44

学校体育に適した
コンパクトで丈夫なコンプレッサー。

空気針
MCAR2

球技用ボール

ビニールプール

自転車

大玉

モルテン

ミニコンプレッサー
1台 M価 ¥26,000(税抜)

¥21,780(税込¥23,958)
お申込番号 332-948

●サイズ／ 187×136×170㎜●重量／ 2.0㎏
●電源／AC100V（50/60Hz）●最大消費電力
／ 100W●連続使用時間／ 20分●圧力4000
hPa●過熱保護センサー内蔵●電源コード／
1.9m●付属品／ボール用空気針、ビニールボール
用プラグ、大玉用プラグ、自転車用プラグ

ハンドル内のギアの働きで
素早く巻き取れる

鮮やかなデザインでゴールの瞬間を
より楽しく！

エバニュー

カラーゴールインテープ
1本 M価 ¥2,200(税抜)

¥1,800(税込¥1,980)
お申込番号 332-988

●サイズ／幅6㎝×長さ
7m●材質／ポリエステ
ルポンジ

トーエイライト

注水ポールスタンド
1台 M価 ¥1,400(税抜)

¥1,200(税込¥1,320)
お申込番号 332-991

●サイズ／本体：直径
23.5×高さ13㎝（穴径
2.6㎝）●重量／ 3㎏
(満水時)●材質／PVC
●下部ゴム付
※水専用のため砂では
ご使用いただけません。

銀鳥産業

赤白帽子 あごひも付
1個 M価 ¥650(税抜)

¥468(税込¥514)
お申込番号 332-882

●頭囲55〜57㎝●綿65%・ポリエ
ステル35%●男女兼用

●メダルサイズ／φ約55×3.5㎜
●シール部分サイズ／約46×9㎜
●安全器具付●材質／アルミニウム

ランランうさちゃんメダル
1個 M価 ¥420(税抜)

¥330(税込¥363)
お申込番号 332-977

小堀リボン ペナントリボン
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-978 4.8×60㎝ 1個 オープン ¥140(税込¥154)

332-979 4.8×45㎝ 1個 オープン ¥105(税込¥115)

332-980 3.8×30㎝ 1個 オープン ¥76(税込 ¥83)

332-981 2.4×25㎝ 1個 オープン ¥67(税込 ¥73)

●材質／レーヨン

元気いっぱいなうさぎの
絵柄の入ったメダルです。

KDS

巻尺〈スピードタフミックリール〉 50m
1個 M価 ¥8,420(税抜)

¥6,400(税込¥7,040)
お申込番号 332-984

●サイズ／テープ幅：
12㎜、テープ厚み：
0.48 ㎜ ● 目 盛 ／ 表
（白）：2㎜、裏（黄）：5㎜
●材質／本体：ABS樹
脂、巻尺：ガラス繊維
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※ 税8％ は軽減税率[8％]の対象商品です。

①

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

② ③ ④ ⑤ ⑥

約30㎝

5㎝

秋のセールカタログ！

5本組

抗菌新体操、障害物競走、
マスゲームやフラフープ
など様々なシーンで
ご使用いただけます。

トーエイライト 体操リング
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-890 ①φ40㎝ 1組 ¥4,100(税抜) ¥3,180(税込¥3,498)

332-891 ②φ60㎝ 1組 ¥4,800(税抜) ¥3,660(税込¥4,026)

332-892 ③φ80㎝ 1組 ¥6,300(税抜) ¥4,800(税込¥5,280)

332-893 ④φ85㎝ 1組 ¥6,400(税抜) ¥4,840(税込¥5,324)

●内容／5色1組（緑・白・青・黄・赤）●パイプ／径18㎜●重量（組）／①660g、②1㎏、
③1.4㎏、④1.5㎏●材質／ポリエチレン（抗菌）

すべらない！やわらかい！
ひっかかりにくい！ エバニュー

ラバーリング5色（10枚）
1セット M価 ¥7,500(税抜)

¥6,380(税込¥7,018)
お申込番号 332-926

●内容／10枚（白、赤、黄、緑、青各色
2枚）組●サイズ／外径41㎝、幅
2.5㎝、厚さ0.4㎝●重量／ 244g
（枚）●材質／ラバー

9 色と豊富な色数のハチマキを取り揃えました！
クラス分けやチーム分けに使えます！

ハチマキ（10本）
商品種別

価格

カラー

幅4×長さ85㎝ 幅4×長さ110㎝
1組 M価 オープン

¥940
(税込¥1,034)

1組 M価 オープン

¥1,000
(税込¥1,100)

白 332-908 332-917
赤 332-909 332-918
黄 332-910 332-919
青 332-911 332-920
緑 332-912 332-921

ピンク 332-913 332-922
橙 332-914 332-923
紫 332-915 332-924

水色 332-916 332-925

カラーのびーる手袋
1組 M価 ¥158(税抜) ¥130(税込¥143)

お申込番号 カラー

332-951 ①赤

332-952 ②黄

332-953 ③青

332-954 ④緑

332-955 ⑤ピンク

332-956 ⑥白

お申込番号 カラー

332-957 ⑦黒

332-958 ⑧蛍光ピンク

332-959 ⑨蛍光イエロー

332-960 ⑩蛍光ブルー

332-961 ⑪蛍光グリーン

332-962 ⑫蛍光オレンジ

●サイズ／全長約165㎜●材質／アクリル他
※大きさには多少のバラつきがございます。
※お届けする商品が写真と異なる場合がございます。

子供にピッタリのサイズで運動会に大活躍！

すぐに使える、
塗装済なるこ。

ビス付カラーなるこ（完成済）
1個 M価 ¥320(税抜)

¥250(税込¥275)
お申込番号 332-931

●サイズ／約175×65×7㎜

チアーポンポン（2個）
1組 M価 ¥223(税抜)

¥186(税込¥204)
お申込番号 カラー

332-963 赤

332-964 緑

332-965 桃

332-966 金

332-967 青

332-968 銀

●サイズ／約30×5㎝●材質／PET
●半完成品
※お届けする商品の色にバラつきがあ
る場合がございます。

メタリックカラーのキラメキが大人気！

同時に 3 本の
なわが付けられ、
高さが 4 段階に
調節できる
ポールです。

なわとびポール
1台 M価 ¥29,300(税抜)

¥22,980(税込¥25,278)
お申込番号 332-949

●サイズ／φ36×高さ60・70・80・
90㎝の4段階●重量／9㎏●材質／
スチール（柱）、鋳物（ベース）
※ロープは別売です。332-950
「ロープ（3本）」をご使用ください。

ロープ（3本）
1セット M価 ¥6,700(税抜)

¥5,340(税込¥5,874)
お申込番号 332-950

●内容／赤・青・黄各1本入●サイズ
／5m●フック付

サテン大旗
1本 M価 オープン

¥400(税込¥440)
お申込番号 カラー

332-969 赤

332-970 黄

332-971 青

332-972 緑

332-973 ピンク

332-974 オレンジ

332-975 白

332-976 紫

●サイズ／旗：590×430㎜、棒：Φ
12×700㎜●材質／旗：ポリエステ
ル、持ち手：白樺

よくなびき光沢が美しいサテンの旗！
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ポコッ

秋のセールカタログ！
フレームの高さは3段階調節

支柱フレームは
プッシュボタン式
なので、簡単に3
段階の高さ調節
が可能です。

安全なプッシュボタン式
フレームの上部
肩口はプッシュ
ボタン式で、設
営・収納が簡単・
安全に行えます。

コーナー部にDリング装備
フライのコー
ナー部分には、
ガイドロープを
掛けてタープを
固定できるDリ
ングを装備。

ベースブレードにペグ穴を装備
フレームのベー
スプレートは丈夫
なスチール製。ペ
グ用の穴を装備
しています。

組立簡単スピーディー設営！フレームを広げてフライを掛ければ完成

①�バッグから出してセットします。 ②�四隅を均等に拡げていきます。 ③�屋根部分の骨組みも自動的に開きます。

④�フライシートをかぶせます。 ⑤�四隅の支柱を均等に伸ばします。 ⑥�必要に応じてペグダウンして完成。

便利な
キャリーバッグ付

③

②

①

組立簡単！ワンタッチタープ！運動会やバザーなどイベントでのスペース確保に！

パール金属 クイックシェード
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-928 ①200×200㎝（約11.5㎏）1台 ¥22,000(税抜) ¥17,900(税込¥19,690)

332-929 ②250×250㎝（約15.5㎏）1台 ¥27,000(税抜) ¥21,100(税込¥23,210)

332-930 ③300×300㎝（約17.5㎏）1台 ¥32,000(税抜) ¥23,100(税込¥25,410)

●高さ／257・248・239㎝（200×200㎝は237・228・219㎝）●材質／フライ：
ポリエステル150D（UV加工）、フレーム：鉄（粉体加工）●付属品／ペグ8本、ガイドロー
プ4本、ペグ収納用袋、キャリーバッグ

レインサポートフ
レームの採用によ
り雨水が留まるこ
とがありません。

ピンロックで高さ
調節も簡単です。

伸ばして広げて、縮めて収納。
セットアップ 60 秒の
簡単組立て！

ニューワンタッチテント
お申込番号 商品種別 M価格 価格

810-397 ①180×180㎝（約23.8kg） 1台 ¥83,500(税抜) ¥68,980(税込     ¥75,878)

810-398 ②180×270㎝（約29.2kg） 1台 ¥110,000(税抜) ¥90,800(税込     ¥99,880)

810-399 ③240×240㎝（約29.1kg） 1台 ¥100,000(税抜) ¥82,680(税込     ¥90,948)

810-400 ④240×360㎝（約37.5kg） 1台 ¥146,000(税抜) ¥120,800(税込¥132,880)

810-401 ⑤300×300㎝（約36.3kg） 1台 ¥141,500(税抜) ¥117,200(税込¥128,920)

810-402 ⑥300×600㎝（約64.7kg） 1台 ¥202,000(税抜) ¥166,980(税込¥183,678)

●材質／スチールパイプ、ポリエステル●付属品／収納ケース・クイ・ロープ●支柱数／
①〜⑤4本、⑥6本●軒高／①〜④178〜 214㎝、⑤⑥208〜 243㎝●全高／①
〜④206〜296㎝、⑤〜⑥306〜341㎝※【810-402】のお届けの際は、荷降しが困
難となります。その際、お客様にご協力をお願いしております。ご了承ください。

わたなべ

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

この商品はご注文日から 約10営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

50個

玉入れ用玉（50個）
1セット M価 ¥11,500(税抜)

¥8,980(税込¥9,878)
お申込番号 カラー

332-989 赤

332-990 白
●サイズ／直径約8㎝●重量／45g
（個）●材質／表面：綿、中身：おがくず

集団演技を楽しもう！ 防水

収納バッグ

体操CD付

プレイバルーン5色型
1セット M価 ¥98,000(税抜)

¥75,400(税込¥82,940)
お申込番号 810-396

●配色／青・黄・緑・白・赤●サイズ／
直径7m●重量／3㎏●材質／ナイロ
ンタフタ●付属品／体操CD・収納バッ
グ●20〜25人用

バルーンのてっぺんがポコッと膨らみます。
●ポケット部分を裏返すとバルーンを収納できます。
●ポケットに紙吹雪を仕込む演出ができます。

体操CD付

ポコッとバルーン 7m
1セット M価 ¥102,000(税抜)

¥87,780(税込¥96,558)
お申込番号 810-404

●サイズ／直径7m●重量／3㎏●材
質／ナイロンタフタ●付属品／体操
CD●25〜30人用

レクリエーション、運動会に。 屋内外兼用

2台組

この商品はご注文日から 約3営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

エバニュー

低床用玉入れかご
1組 M価 ¥16,800(税抜)

¥13,820(税込¥15,202)
お申込番号 810-403

●内容／赤白2色1組●サイズ／長さ
45×幅48.5×高さ45/63㎝●重量
／ 1.8㎏（1台）●リング直径43㎝
●材質／本体：スチール、ネット：ナイ
ロン
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※ 税8％ は軽減税率[8％]の対象商品です。

秋のセールカタログ！
人気アーティスト曲や SNS で話題になった曲まで全世代で盛り上がる名曲が満載！

新旧の人気テレビアニメや大人気のキッズソングなど全世代で盛り上がる名曲が満載！

今年の運動会もフルバンドで大迫力のサウンドをお届け！

【並足】
1.若者のすべて（4:00/♩＝124）
2.踊（3:25/♩＝128）
3.ユーミン・メドレー〈やさしさに包まれた
なら～中央フリー・ウェイ～守ってあげたい〉

（4:31/♩＝104 ～ 111）
4.泣き笑いのエピソード（3:38/♩＝130）
5.小林亜星トリビュート：ヒット・メドレー　 

〈野に咲く花のように～リンゴがひとつ～この
木なんの木〉（3:48/♩＝116 ～ 120）
6.今ありて（3:12/♩＝110）
7.マツケンサンバII（4:20/♩＝128）
8.ワールド・フットボール・アンセム（3:25/
♩＝120）

【並足】
1.BOY（3:52/♩＝110）
2.シナぷしゅ・メドレー〈はじまりぷしゅ～ジユウ
たいそう～ひーたんみーたんのマーチ〉（3:24/
♩＝100 ～ 112）
3.チキップダンス（挿入曲：ミラクル☆りんご
あめ）（3:09/♩＝116 ～ 120）
4.キッズ・ヒット ピカピカメドレー〈ピカピカブ
～！ ～ たのしいパンのじかんです！～ ペンギン
☆ペンギン ～ ワンワン☆ダンス〉（4:26/♩＝
128 ～ 131）
5.小林亜星トリビュート：キッズ・ヒット・メドレー

〈魔法使いサリー～ひみつのアッコちゃん～
ヤンチャリカ～ピンポンパン体操〉（4:04/♩＝
127）

【並足マーチ（曲間拍つなぎミックス）】
1.オープニング・ファンファーレ2022（0:22/♩＝124）
2.Higher Love （4:22/♩＝124）
3.Take a picture（3:03/♩＝124）
4.ファンファーレ！ （4:04/♩＝120）
5.Cry Baby（3:29/♩＝116）
6.Chopstick (トトトのうた)（1:59/♩＝117）

【駆足マーチ＆競技BGM】
7.群青 （2:45/♩＝152）
8.怪物 （3:29/♩＝168）
9.うっせぇわ （3:23/♩＝174）
10.カイト（4:24/♩＝176）
11.Happiness （4:16/♪＝226（♩=113））
12.スキンブルシャンクス〈ミュージカル『キャッツ』〉

（2:35/♩＝140）
【キッズ・スペシャル・マーチ】

【並足or駆足】
9.Feel Special（3:28/♩＝127(♪＝
254））

【駆足】
10.Take a picture（2:48/♩＝140）
11.群青（4:06/♩＝135）
12.カムカムエヴリバディ（3:23/♩＝148）
13.ビューティフル・ネーム（3:27/♩＝154）
14.アメリカン・パトロール（3:33/♩＝212）

【スペシャル・マーチ】
15.ミステリー・メドレー  〈『警部補・古畑任
三郎』テーマ～『科捜研の女』テーマ～『相棒』
テーマ〉（4:34/♩＝122 ～ 134）

【並足or駆足】
6.Cry Baby（3:19/♩＝100（♪=200））

【駆足】
7.俺こそオンリーワン（3:06/♩＝134）
8.はしりがき（3:34/♪＝200（♩=100））
9.はにゃ〇満点、銭天堂。（2:31/♩＝143）
10.ブー！スカ・パーティー！（2:14/♩＝
160）
11.liveDevil（3:36/♩＝164）
12.怪物（3:25/♩＝170）
13.廻廻奇譚（3:44/♩＝182）
14.FACTION（3:28/♩＝190）
15.Universe（3:59/♩＝160）

13.ドラえもん（3:58/♩＝168）
14.となりのトトロ（3:56/♩＝128）
15.ハッピー・チルドレン（2:23/♩＝122）
16.世界中のこどもたちが（2:32/♩＝122）
17.星に願いを （2:50/♩＝120）

【パフォーマンス・マーチ】
18.暴れん坊将軍～殺陣のテーマ（3:02/♩＝152）
19.ジンギスカン（3:16/♩＝135）
20.マツケンサンバⅡ（4:11/♩＝127）

【アンコール・トラック】
21.RPG（3:28/♩＝126）
22.廻廻奇譚 （3:39/♩＝170）

【式典セット】
23.栄冠は君に輝く（2:48）
24.見よ、勇者は帰る (得賞歌)（2:04）
25.君が代（1:07）

全 15 曲

全 15 曲

全 25 曲

コロムビア

2022ポップ・ヒット・マーチ
～ Take a picture/
アメリカン・パトロール～
1枚 M価 ¥2,800(税抜)

¥2,800(税込¥3,080)
お申込番号 332-992

コロムビア

2022アニメ＆キッズ・ヒット・マーチ
～俺こそオンリーワン/怪物～
1枚 M価 ¥2,800(税抜)

¥2,800(税込¥3,080)
お申込番号 332-993

キングレコード

2022キングスーパー・マーチヒット・
パレード～群青/うっせぇわ～
1枚 M価 ¥2,800(税抜)

¥2,800(税込¥3,080)
お申込番号 332-994

ユニペックス 防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ
お申込番号 商品種別 M価格 価格

810-405 ①CD・SD・USB再生 1台 ¥173,000(税抜) ¥136,900(税込¥150,590)

810-406 ②CD再生/SD・USB録音再生 1台 ¥228,000(税抜) ¥180,400(税込¥198,440)

●サイズ／ W238×D365×H548㎜●重量／①約10.2㎏、②10.7㎏●使用電源／
AC100V（50/60Hz）、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT－2001、外
部DC電源　DC10V ～ 16V（12Vバッテリー）●消費電力／ 30W（電気用品安全法）
●定格出力／ AC時：40W×1（最大60W）、DC時：22W×1（最大30W）［本体のみ］、
AC時：25W×2（最大35W×2）、DC時20W×2（最大25W）［本体＋外部スピーカー］
●周波数特性／ 50Hz ～ 15kHz（偏差－2dB±3dB）●外部接続スピーカー／ 4 ～ 16Ω

（許容入力25W以上）

●    マイクホルダー付
・マイク2本収納 
・本体にホルダー左右側面部装置可

この商品はご注文日から 約3営業日以内 のお届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。
メーカー
直送品

屋外やプールサイドでも安心の防滴仕様！
音質の良い800MHz帯のワイヤレスマイクに対応！

防水性能 IPX4

防水性能 IP65

ユニペックス

ワイヤレスマイク 
防滴形スピーチタイプ
1本 M価 ¥43,000(税抜)

¥33,980(税込¥37,378)
お申込番号 810-408

●サイズ／全長231㎜、
φ54㎜（最大）、φ28㎜

（最小）●重量／約180g
（電池含む）●送信周波
数／ 800MHz帯●使用
電池／単3形乾電池：1
個●電池持続時間／約
18時間［マンガン乾電池　
R6P常温連続使用時］

Bluetooth機能搭載のスマートフォンや音楽機器から簡単に接続！

防滴構造高音質ツイーター

防滴構造ウーハー×2
アレイマウント

有線マイク入力

防滴構造ウーハー×2

有線マイク入力

アレイマウント

有線マイク入力

ワイヤレスチューナー部

保護カバー

蓄電池収納部

トーン切換スイッチ
エコー量調節つまみ

SD／USBレコーダー
（SD／USB録音・再生）

ライン出力

DC電源コネクター

蓄電池接続コネクター

電池ケース

シンクロドライブ接続端子

外部スピーカー接続端子
（�出力設定切換スイッチ
音量調節付）

防滴構造ボディー

音量調節つまみ
ワイヤレスマイク1〜3／
有線マイク／外部入力1

外部入力1
（�入力感度切換
スイッチ付）

外部入力2
（音量調節付）

SD／USBレコーダー
（SD／USB録音・再生）
音量調節つまみ
ワイヤレスマイク1〜3／
有線マイク／外部入力1

蓄電池収納部

トーン切換スイッチトーン切換スイッチ
エコー量調節つまみ
DC電源コネクター
エコー量調節つまみ

蓄電池接続コネクター

DC電源コネクター

蓄電池接続コネクター蓄電池接続コネクター

電池ケース

オプションユニット

CDプレーヤー
（CD／SD／USB再生）

②のみ

¥25,300(税込¥27,830)

● サイズ／ W63×D122×H16㎜
● 重 量 ／ 約130g● 通 信 方 式 ／
Bluetooth Ver.4.1 

ユニペックス

Bluetoothユニット（組込用）
1台 M価 ¥32,000(税抜)

お申込番号 810-407
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秋のセールカタログ！

衣装ベース ベスト

●サイズ／ C：身丈38×胴回り72㎝、J：身丈45×胴回
り84㎝●材質／不織布

Cサイズ Jサイズ
1枚 M価 ¥310(税抜)

¥191
(税込¥210)

1枚 M価 ¥330(税抜)

¥200
(税込¥220)

赤 332-996 333-006
青 332-997 333-007
黄 332-998 333-008
緑 332-999 333-009
桃 333-000 333-010
白 333-001 333-011
黒 333-002 333-012
茶 333-003 333-013

オレンジ 333-004 333-014
水 333-005 333-015

サイズ

価格

カラー

衣装ベース ズボン

●サイズ／ C：総丈54㎝、胴回り36 ～ 70㎝、股下35㎝、
J：総丈64㎝、胴回り45 ～ 90㎝、股下41.5㎝●材質／
不織布

Cサイズ Jサイズ
1枚 M価 ¥480(税抜)

¥291
(税込¥320)

1枚 M価 ¥490(税抜)

¥300
(税込¥330)

赤 333-016 333-026
青 333-017 333-027
黄 333-018 333-028
緑 333-019 333-029
桃 333-020 333-030
白 333-021 333-031
黒 333-022 333-032
茶 333-023 333-033

オレンジ 333-024 333-034
水 333-025 333-035

サイズ

価格

カラー

USBメモリー

ワイドFM

外部入力

ミキシングマイク

Bluetooth

外部入力

操作かんたん、使いやすい CD
（R、RW含む）

ワイドFM

東芝

CDラジオ TY-C15
1台 M価 オープン

¥5,200(税込¥5,720)
お申込番号 332-484

●サイズ／ 260×215×108㎜
●電源／ AC100V・単2形乾電池6本
●実用最大出力／ 1W＋1W
●付属品／電源コード

持ち運んで使える高出力「パーティースピーカー」
迫力のサウンドと7色の光でイベントを盛り上げる！

東芝

ポータブルスピーカー
TY－ASC60
1台 M価 オープン

¥17,950(税込¥19,745)
お申込番号 332-485

●サイズ／ W259×D272×H595㎜
●重量／約7㎏●電源／ AC100V・
DC12V（内蔵バッテリー）●充電時間：
約7時間、稼働時間：約5時間（80％音
量動作・LED消灯）●実用最大出力／
30W＋30W●付属品／電源コード

本体天面操作部

スピーカーは
横置きにする
こともできます。

ラジカセの音量が
物足りない方に！

■外部入力端子×1、マイク端子×2、USBポート×2、
　Bluetooth®搭載
■持ち運びもラクチン
■カラフルなLEDライト

豪雨でも使えるコンパクトタイプ。 定格  6W
最大10W

通達距離250m

ユニペックス

6W防滴形メガホン
1台 M価 ¥15,800(税抜)

¥12,800(税込¥14,080)
お申込番号 332-995

●サイズ／口径155×全長250㎜ 
●重量／約630 g （乾電池除く）●電
源／単3形乾電池6本（別売）●定格
6W ／最大10W

410〜1200㎜

200〜410㎜

230㎜

410㎜

508㎜

Ø8.6㎜

Ø11.5㎜

Ø13.5㎜

楽譜や教科書を見えやすい
高さに置くことができます。

リズム61 音色122

内蔵曲60 自動伴奏機能最大同時発音数32音

61ピアノ形状鍵

グリップ付きのスリム＆スタイリッシュなデザイン。

¥14,600(税込¥16,060)

●サイズ／ W930×D256×H73㎜
●重量／ 3.3㎏●電源／ AC電源また
は単3形乾電池 6本(別売) ●付属品
／譜面立て、ACアダプタ

カシオ計算機

キーボード CT‐S100
1台 M価 ¥21,000(税抜)

お申込番号 332-885

カワイの楽器玩具は、正しい音程で美しい音色を奏でます。
マレット 2 本が付属します。

¥4,275(税込¥4,702)

●16鍵、F5 ～ G7(幹 音 の み)● 材
質 ／ ポ プ ラ、MDF他 ● サ イ ズ ／
W560×D230×H35 ㎜ ● 重 量 ／
900g●付属品／マレット×2●ST合
格品

河合楽器

シロホン16S
1台 M価 ¥5,000(税抜)

お申込番号 332-884

赤

黒

黄 茶

緑

赤

青

オレンジ

桃

青

黄

水

白

緑

桃

白

黒

茶

オレンジ

水

単位：㎝ 単位：㎝

¥2,370(税込¥2,607)

●サイズ／譜面立：508×230㎜、高
さ410 ～ 1200㎜●重量／ 880g
●携帯用バッグ付

鈴木楽器

携帯用譜面台 黒色焼付塗装
1台 M価 ¥2,800(税抜)

お申込番号 332-883
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※ 税8％ は軽減税率[8％]の対象商品です。

秋のセールカタログ！
食中毒・ウイルス感染予防とニオイ対策に！

次亜塩素酸水
200ppm

sanwa メディクロール
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-460 本体400ml 1本 ¥700(税抜) ¥580(税込  ¥638)

332-461 詰替5L 1本 ¥4,200(税抜) ¥3,600(税込¥3,960)

次亜塩素酸ナトリウム6％を含有する
殺菌消毒剤（食品添加物）です。

次亜塩素酸Na
60,000ppm

オーヤラックス

ピューラックス‐S（5L）2本
1箱 M価 ¥4,900(税抜)

¥4,460(税込¥4,816)
お申込番号 332-462

税8％

竹素材を使用したハーフサイズの
ペーパータオル。 ソフト

ハーフタオル かぐや（40パック）
1箱 M価 オープン

¥7,000(税込¥7,700)
お申込番号 332-465

クリンペット

●サイズ／シート：110×200㎜●500枚×40パック

ハードタイプで小判サイズのペーパータオルです。 ハードタイプでレギュラーサイズのペーパータオルです。
ハード ハード

ASTペーパータオル
エコノミー（42パック）
1箱 M価 オープン

¥3,990(税込¥4,389)
お申込番号 332-466

アスト

●サイズ／シート：170×220㎜●200枚×42パック

ASTペーパータオル 
レギュラー（30パック）
1箱 M価 オープン

¥3,135(税込¥3,448)
お申込番号 332-467

アスト

●サイズ／シート：220×230㎜●200枚×30パック

携帯用。アルコール 60vol% 配合の
除菌ウェットシート。

ディプロ

ケアウィル除菌ウェットシート（24パック）
1箱 M価 ¥4,800(税抜)

¥3,630(税込¥3,993)
お申込番号 332-468

●サイズ／シート：140
×200㎜
●30枚×24パック

ふっくらエンボス加工でお肌にも
やさしい使い心地。

アスト

¥2,740(税込¥3,014) ●幅114㎜●ミシン目入
●再生紙100％
●12R×8パック

ロダン シングル 60m×96R
1箱 M価 オープン

お申込番号 332-470

エタノール濃度 80vol％の日本製手指消毒液！
エタノール

濃度80vol％

信和アルコール産業 アルコールクリーン80
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-458 本体1L（6本） 1箱 オープン ¥9,480(税込¥10,428)

332-459 詰替5L（4本） 1箱 オープン ¥20,880(税込¥22,968)

●エタノール濃度／80vol%●指定医薬部外品
※この商品は関東物流センターより出荷するため、地域によってお届けに時間がかかる場合がございます。

泡タイプ

花王

ビオレU 泡ハンドソープ 4L
1本 M価 オープン

¥2,760(税込¥3,036)
お申込番号 332-463

香料無添加。手洗いと同時に殺菌・
消毒ができます。

大切な肌のうるおいを保ちながら、
汚れをしっかり落とせる！ 液体・泡タイプ

グリーン購入

●医薬部外品
●ストレートタイプ

サラヤ

シャボネットユ・ムP‐5 5kg
1本 M価 ¥3,400(税抜)

¥3,000(税込¥3,300)
お申込番号 332-464

気分やお部屋ごとに選べる 5 種類の
花柄デザイン。

●320枚（160組）
●サイズ／ 1枚：198×
216㎜
●5箱×12パック

クレシア

スコッティフラワーボックス（60箱）
1箱 M価 オープン

¥3,880(税込¥4,268)
お申込番号 332-469

×2本

×40パック

×24パック ×12パック ×8パック

×42パック
×30パック

×6本 ×4本
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秋のセールカタログ！
測定時間約 1 秒！メモリー機能付き、
見やすい大きなディスプレイの非接触型温度計

近畿大学が開発したマスク！
表情が見え、飛沫を防ぐ3D立体形状のマウスシールド

スケーター

近大マスク
1個 M価 ¥1,000(税抜)

¥855(税込¥940)
お申込番号 332-472

●サイズ／カップ：約W142×H123㎜
●材質／カップ：SBC樹脂、フレーム：
ポリプロピレン

換気のタイミングを音と光でお知らせ！

マグネット・置き式・壁掛けの3WAYタイプ屋内はもちろん屋外での直射日光の下でも測定が可能 !

スポーツ飲料対応！スポーツにレジャーに

ピーコック魔法瓶

ステンレスキーパー（9.5L）
1個 M価 オープン

¥5,050(税込¥5,555)
お申込番号 332-476

●サイズ／ 25×28.8×41.9㎝●実
容量／ 9.5L●重量／約2㎏●保温効
力／ 72℃以上（6時間）●保冷効力／
8℃以下（6時間）

3色のLEDバックライト

日進医療器

非接触型温度計 T81
1台 M価 オープン

¥4,180(税込¥4,598)
お申込番号 332-471

●サイズ／ W105×D48×H150㎜
●重量／ 125g●測定温度範囲／ 0
～ 99.9℃●測定時間／約1秒●電源
／単3アルカリ乾電池2本
※本製品は表面温度を計測するもの
で、医療用体温計ではありません。

伸縮性に優れた天然ゴムで
指先までフィットします。 天然ゴム

食品衛生法適合

タニタ

温湿度計 TT－559
1個 M価 ¥2,500(税抜)

¥1,880(税込¥2,068)
お申込番号 332-479

●サイズ／ 75×30×132㎜●測定
範囲／温度：－5.0 ～ 50.0℃、湿度：
20 ～ 95％●電源／単4乾電池1本

●サイズ／ 58×36×108㎜●電源
／ CR2032コイン形リチウム電池1
個 ● 測 定 範 囲 ／ 温 度：0.0 ～
50.0℃、湿度：20 ～ 90％

タニタ

熱中アラーム
TT－562
1個 M価 オープン

¥7,890(税込¥8,679)
お申込番号 332-478

サンワサプライ

二酸化炭素測定器（温湿度計付）
1個 M価 ¥19,800(税抜)

¥14,340(税込¥15,774)
お申込番号 333-058

●サイズ／ 91.8×36×97.8㎜●測定範囲／
CO²濃度：400 ～ 6000ppm、温度：－20 ～
50℃、湿度：1％～ 99％●電源／ 2000mAh
リチウムイオン電池●充電時間／ 4時間●使用時
間／ 8時間●付属品／ USB充電ケーブル 1m

エステー

天然ゴム使いきり手袋（100枚）

1箱 M価 オープン

お申込番号 商品種別（中指の長さ／掌まわり）

332-473 S（約76/170㎜）

¥1,235(税込¥1,358)
332-474 M（約81/190㎜）

332-475 L（約83/212㎜）

●全長／ 240㎜●パウダーフリー

最も一般的なサイズのペーパーカップです。

サンナップ

ペーパーカップ205ml（100個）
1パック M価 オープン

¥310(税込¥341)
お申込番号 332-477

●サイズ／口径7.3×高さ8×底径5.2㎝

幅広く活躍
する
広口キーパー
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※ 税8％ は軽減税率[8％]の対象商品です。

秋のセールカタログ！
多角形やカーブなど全 13 種の形のマグネットブロック。
図形の学びから造形までバリエーション豊かに遊べます。

3 種の形で深める、
平面と立体の理解や構成遊び。

マグ・フォーマー クリエイティブセット（90ピース）
1セット M価 ¥18,000(税抜)

¥18,000(税込¥19,800)
お申込番号 332-456

●セット内容／正三角形×12、正方形
×20、五角形×2、ひし形×4、台形×4、
二等辺三角形×8、長方形×4、扇形×
8、カーブパーツ5種×28●パッケージ
サイズ／ 58×33×7㎝●素材／
ABS、磁石●付属品／日本語あそび
方冊子

ボーネルンド

マグ・フォーマー ベーシックセット（62ピース）
1セット M価 ¥12,000(税抜)

¥12,000(税込¥13,200)
お申込番号 332-457

●セット内容／正三角形×20、正方形
×30、五角形×12●パッケージサイズ
／ 30.5×32.4×5.1 ㎝ ● 素 材 ／
ABS、磁石●付属品／日本語あそび
方冊子

ボーネルンド

① ②

耐久性に優れたスチールタイプ!

アイリスチトセ 折りたたみチェアCALX(5脚)
お申込番号 カラー M価格 価格

810-394 ①ブラック 1セット ¥54,000(税抜) ¥24,300(税込¥26,730)

810-395 ②ブルー 1セット ¥63,000(税抜) ¥28,350(税込¥31,185)

●サイズ／本体：W487×D470×H746㎜、座面高さ：①430㎜②435㎜●材質／背：
ポリプロピレン樹脂成形、座：ポリプロピレン樹脂成形+スチール、クッション：ウレタン
フォーム、脚部：スチール、上張り：ビニールレザー

ウォームアップ時間の短い
4 ローラーラミネーター。

●サイズ／W515×D176（リアトレー使用時300）×H122㎜（突起部含まず）
●重量／約3.9㎏●コード長さ／1.2m●機能／逆転スイッチ、オートパワーオフ、
オートリバース●付属品／リアトレー（本体収納）
※ラミネーターフィルムはアスカ製をご使用ください。

アスカ

ラミネーター L410A3
1台 M価 ¥30,000(税抜)

¥16,600(税込¥18,260)
お申込番号 332-486

対応サイズ
A3

ラミネート速度（50Hz）
約9㎜/秒

最大ラミネート厚
0.6㎜

ウォームアップ時間
約35秒間

4本ローラー

大切な用紙を油汚れ、水濡れ、破れから守ります。
耐寒性、耐熱性、耐酸性、抗張性に優れています。

アスカ ラミネーター専用フィルム
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-487 A4（100枚×10箱） 1セット オープン ¥13,560(税込¥14,916)

332-488 A3（100枚×5箱） 1セット オープン ¥11,500(税込¥12,650)
●厚さ／100ミクロン

『長持ち＆ハイパワー』と徹底した品質管理に基づく高い安全性！
グリーン購入
GPN

パナソニック アルカリ乾電池
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-480 単1形（10本） 1パック オープン ¥1,380(税込¥1,518)

332-481 単2形（10本） 1パック オープン ¥1,010(税込¥1,111)

332-482 単3形（40本） 1パック オープン ¥2,150(税込¥2,365)

332-483 単4形（40本） 1パック オープン ¥2,150(税込¥2,365)

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品
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2kg
4kg

秋のセールカタログ！
自然に優しい天然素材からつくられ、ノンホルマリン、無香料。

まとめ割！

ヤマトのり4㎏（4袋）
1箱 M価 ¥11,600(税抜)

¥6,891(税込¥7,580)

お申込番号 332-557

ヤマト

●4㎏×4袋

木工作・紙工作など幅広く使える接着剤。

速乾タイプ

木

紙

布

お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-551 50g 1箱 ¥3,400(税抜) ¥1,940(税込¥2,134)

332-552 速乾50g 1箱 ¥4,000(税抜) ¥2,020(税込¥2,222)

コニシ ボンド 木工用（20本） エコマーク

●主成分／酢酸ビニル樹脂

環境にやさしいホタテ貝殻を配合した、ソフトでなめらかな
文字が書けるダストレスチョーク !

日本理化学

ダストレスチョーク 白
1箱 M価 ¥900(税抜)

¥490(税込¥539)
お申込番号 333-044

● 内 容 ／ 72本 ● サ イズ ／φ11.2×
63.5㎜●材質／炭酸カルシウム

炭酸カルシウム製

GPN
グリーン購入

日本理化学

ダストレスチョーク

1箱 M価 ¥1,800(税抜) ¥990(税込¥1,089)
お申込番号 カラー

333-046 赤

333-047 黄

333-048 青

333-049 緑

333-050 6色

●内容／ 72本
●サイズ／
φ11.2×63.5 ㎜
●材質／炭酸カル
シウム
※6色（赤、黄、青、
緑、茶、紫）各12本

GPN
グリーン購入採点用に大好評 !! インク、チップが

交換可能な定番の赤ペン。

プラチナ万年筆

ソフトペン赤インク（10本）
1箱 M価 ¥8,000(税抜)

¥5,490(税込¥6,039)
お申込番号 333-036

プラチナ万年筆

ソフトペン専用スペアインク赤（40本）
1箱 M価 ¥2,000(税抜)

¥1,390(税込¥1,529)
お申込番号 333-037

●4本入×10パック

プラチナ万年筆

ソフトペン専用チップ（30本）
1箱 M価 ¥1,000(税抜)

¥700(税込¥770)
お申込番号 333-038

●3本入×10パック

プラチナ万年筆

スペアインク レッド（100本）
1組 M価 ¥4,000(税抜)

¥2,770(税込¥3,047)
お申込番号 333-039

●10本入×10箱

ムダ削り防止

折れ芯除去の不満を一発で解消。 折芯排出機能

ハンドル部のボタンを
押すだけで簡単に折れ
芯が取れます。

カール事務器

鉛筆削りCMS－300
1台 M価 ¥1,200(税抜)

¥840(税込¥924)
お申込番号 カラー

333-042 ブルー

333-043 レッド

●サイズ／ 70×137×140㎜●重
量／ 275g

強力な集じん力と運転音を抑えた設計！

ライオン事務器

黒板ふきクリーナー
EC‐1
1台 M価 ¥14,200(税抜)

¥9,290(税込¥10,219)
お申込番号 333-051

●サイズ／ 260×158×185㎜
●重量／ 1.8㎏ ●材質／ポリプロピ
レン、ABS樹 脂 ● 集じ ん 容 量 ／
210g ● 消 費 電 力 ／ 約320W 
●コード長／約2.1m●付属品／外
袋・スポンジフィルター

特殊構造により丈夫で長持ち。

●サイズ（個）／ 174×74×45㎜

グリーン購入馬印

黒板消し 大（12個）
1セット M価 ¥6,000(税抜)

¥3,660(税込¥4,026)
お申込番号 333-057

紙、セロハン、布の接着に適し、
乾きも速く接着力が抜群 !!

ヤマト ECOMMU（エコミュ）商品は、
自然環境保護を目的に開発された
自然にやさしい環境対応商品です。

スタンダード
タイプ。

50ml①

詰め替え補充用
取替キャップ
8コ付。

② 400ml

エコマーク
グリーン購入
GPN

ヤマト エコミュアラビックヤマト
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-553 ①スタンダード（30本） 1パック ¥5,100(税抜) ¥2,800(税込¥3,080)

332-554 ②補充用（3本） 1パック ¥3,240(税抜) ¥1,960(税込¥2,156)

ヤマトのり徳用
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-555 2㎏ 1個 ¥1,600(税抜) ¥1,128(税込¥1,240)

332-556 4㎏ 1袋 ¥2,900(税抜) ¥1,820(税込¥2,002)

●主成分／でんぷん（タピオカ）●付属品／ 2㎏：ヘラ

ヤマト

×30本

×20本

×3本

まとめ割！
日本理化学

ダストレスチョーク 白（1440本）
1セット M価 ¥18,000(税抜)

¥9,280(税込¥10,208)
お申込番号 333-045

●72本×20箱

¥464
（税込¥510.4）

1箱あたり（税抜）

GPNグリーン購入
（2㎏のみ）

GPN
グリーン購入
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※ 税8％ は軽減税率[8％]の対象商品です。

秋のセールカタログ！

幼児が持ちやすい太軸マーカー。

1組 M価 ¥9,500(税抜)

¥7,880(税込¥8,668)
お申込番号 333-041

洗たくでおとせる
ふとふとマーカー 6色（10セット）

サクラクレパス

●内容／あか、うすだいだい、きいろ、
あお、みどり、くろ●サイズ／ 150×
120×25㎜

チューブタイプで小分けしやすく、共同製作に適しています。
つやなし

不透明

サクラクレパス

ポスターカラージュニア12色セット
1セット M価 ¥9,000(税抜)

¥6,300(税込¥6,930)
お申込番号 332-851

●内 容 量 ／ 各 色220ml●サイズ ／ 200×200×145㎜
●セット内容／きいろ、やまぶきいろ、ちゃいろ、おうどいろ、しゅ
いろ、あか、きみどり、みどり、あお、あいいろ、くろ、しろ
※成分が分離している場合は混ぜていただければ使用に問題ご
ざいません。

サクラクレパス

ポスターカラージュニア 220ml
1個 M価 ¥750(税抜) ¥525(税込¥577)

お申込番号 カラー

332-852 きいろ

332-853 やまぶきいろ

332-854 うすだいだい

332-855 ちゃいろ

332-856 おうどいろ

332-857 こげちゃ

332-858 しゅいろ

332-859 あか

332-860 ももいろ

お申込番号 カラー

332-861 きみどり

332-862 みどり

332-863 みずいろ

332-864 あお

332-865 あいいろ

332-866 くろ

332-867 しろ

332-868 むらさき

332-869 だいだいいろ

●サイズ／φ43×190㎜●材質／再生P.E.（チューブ）
※成分が分離している場合は混ぜていただければ使用に問題ございません。

牛乳パックやペットボトルにも、
絵が描けるポスターカラー！

水彩えのぐの上に塗っても色がにじまず、
手軽に塗れて使いやすいニス。
乾きが速く、乾くと丈夫な塗膜になります。

つやなし

不透明

1個 M価 ¥2,100(税抜)
工作ポスターカラー 720ml

サクラクレパス

¥1,470(税込¥1,617)
お申込番号 カラー

332-870 しろ

332-871 きいろ

332-872 だいだい

332-873 うすだいだい

332-874 ちゃいろ

332-875 あか

お申込番号 カラー

332-876 ももいろ

332-877 みずいろ

332-878 きみどり

332-879 みどり

332-880 あお

332-881 くろ

●サイズ／ 235×95×65㎜

つやだし

和信ペイント 水溶性つやだしニス
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-848 400ml 1本 ¥1,500(税抜) ¥1,160(税込¥1,276)

332-849 1L 1本 ¥2,900(税抜) ¥2,080(税込¥2,288)

332-850 4L 1本 ¥10,200(税抜) ¥7,700(税込¥8,470)

●乾燥時間／ 10 ～ 20分（20℃）●塗り面積（2回）／ 400ml：約3㎡、1L：約7.5㎡、
4L：約30㎡ 

400ml 1L 4L

大好評！ケースに入ったプロッキーの多色セット。

③

⑤ エコマーク
グリーン購入
GPN

②

①
④

●内容／①：黒・赤・青・緑・黄・水色・ソフトピンク・茶、②：①＋紫・橙、③：②＋黄緑・黄土色、
④：③＋灰色・赤紫・うすだいだい、⑤：④＋蛍光黄・蛍光橙・蛍光桃●線幅／太：6㎜、細：1.2 ～ 1.8㎜

三菱鉛筆 ユニプロッキー
お申込番号 商品種別 M価格 価格

333-052 ①8色（10セット） 1組 ¥12,000(税抜) ¥7,770(税込 ¥8,547)

333-053 ②10色（10セット） 1組 ¥15,000(税抜) ¥9,690(税込¥10,659)

333-054 ③12色（10セット） 1組 ¥18,000(税抜) ¥11,590(税込¥12,749)

333-055 ④15色（5セット） 1組 ¥11,250(税抜) ¥7,280(税込 ¥8,008)

333-056 ⑤18色（5セット） 1組 ¥13,500(税抜) ¥8,740(税込 ¥9,614)

インキが衣服についても洗濯で落とせます。
※生地・インキの色によっては落としにくいものがあります。

1組 M価 ¥5,250(税抜)

¥3,940(税込¥4,334)
お申込番号 333-040

洗たくでおとせる
サインペン12色（5セット）

サクラクレパス

●内容／ちゃいろ、あか、ももいろ、だ
いだいいろ、うすだいだい、きいろ、き
みどり、みどり、そらいろ、あお、むらさ
き、くろ
●サイズ／ 115×165×14㎜
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秋のセールカタログ！

黄 青 緑 白ピンク

橙空透明

黒赤

紫若草茶灰

独自の粘着剤でしっかり密着！クオリティの高さが自慢です！
長さ25m 幅50㎜ 厚さ0.13㎜
半透明 スカイブルー グリーン イエロー

オレンジ

ピンク

ブラック シルバー ゴールド ホワイト

レッド

手切れのよい養生テープ。

Monf

養生用PETクロステープNo.822

1巻 M価 オープン ¥260(税込¥286)
お申込番号 カラー

332-580 半透明

332-581 スカイブルー

332-582 グリーン

332-583 イエロー

332-584 レッド

332-585 ピンク

332-586 オレンジ

332-587 ブラック

332-588 シルバー

332-589 ゴールド

332-590 ホワイト

●サイズ／50㎜幅×25m巻●厚さ／約0.13㎜●基材／ポリエチレンクロス

長さ25m

幅50㎜

厚さ0.13㎜

強粘着タイプの養生テープです。

寺岡製作所

Pカットテープ 25m
1巻 M価 オープン

¥216(税込¥237)
お申込番号 カラー

332-546 半透明

332-547 青

332-548 若葉

●サイズ／50㎜幅×25m巻●厚さ／
約0.13㎜●基材／ポリエチレンクロス

引き出しが軽く、においが少ないので製作に適しています。
赤

白

緑

黄

青

ピンク

紫

黄緑

シルバー

オレンジ

黒

スカイブルー

カラー布粘着テープ＃384

1巻 M価 オープン

リンレイテープ

¥257(税込¥282)

お申込番号 カラー

332-591 白

332-592 黄

332-593 ピンク

332-594 黄緑

332-595 オレンジ

332-596 スカイブルー

お申込番号 カラー

332-597 赤

332-598 緑

332-599 青

332-600 紫

332-601 シルバー

332-602 黒

●サイズ／50㎜幅×25m巻●厚さ／約0.2㎜

しっかり貼れる強粘着！ 軽〜中梱包

ニチバン

クラフト粘着テープNo.313
1巻 M価 オープン

¥155(税込¥170)
お申込番号 332-603

●サイズ／50㎜幅×50m巻●厚さ／
0.14㎜

50㎜幅

軽梱包

リンレイテープ

布テープ＃383
1巻 M価 オープン

¥155(税込¥170)
お申込番号 332-604

●サイズ／50㎜幅×25m巻●厚さ／
0.15㎜

引き出しが軽く、ニオイが少ないテープ。

長さ10m 幅19㎜ 厚さ0.2㎜ ×10巻

ヤマト

ビニールテープ19㎜×10m（10巻）

1パック M価 オープン ¥580(税込¥638)
お申込番号 カラー

332-531 黄

332-532 青

332-533 ピンク

332-534 緑

332-535 白

332-536 赤

332-537 黒

お申込番号 カラー

332-538 透明

332-539 空

332-540 橙

332-541 灰

332-542 茶

332-543 若草

332-544 紫

●厚さ／約0.2㎜●材質／PVC

天然素材で作られたセロテープは環境に配慮した
エコ製品。「バイオマスマーク」の認定商品です。

GPNニチバン セロテープ業務用35m
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-576 12㎜幅（10巻） 1パック オープン ¥578(税込¥635)

332-577 15㎜幅（10巻） 1パック オープン ¥688(税込¥756)

332-578 18㎜幅（10巻） 1パック オープン ¥825(税込¥907)

332-579 24㎜幅（5巻） 1パック オープン ¥585(税込¥643)
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※ 税8％ は軽減税率[8％]の対象商品です。

秋のセールカタログ！
やわらかく使いやすい素材です。
装飾やメダルのリボンにも。

29m巻 幅12㎜

幅24㎜

幅18㎜

コハクリボン　

332-489
332-490
332-491
332-492
332-493
332-494
332-495
332-496
332-497
332-498

332-499
332-500
332-501
332-502
332-503
332-504
332-505
332-506
332-507
332-508

332-509
332-510
332-511
332-512
332-513
332-514
332-515
332-516
332-517
332-518

白

赤

水色

黄

ピンク

緑

黄緑

紫

オレンジ

青

商品種別

価格

カラー

12㎜ 18㎜ 24㎜

1巻 M価 オープン

￥255
(税込¥280)

1巻 M価 オープン

￥300
(税込¥330)

1巻 M価 オープン

￥330
(税込¥363)

●長さ／29m巻●厚さ／約0.18㎜●材質／レーヨン●国内染色
※水にぬれたり、強くこすると色落ちする場合がございます。衣料への
使用はおやめください。
※�現物とは色が若干異なる場合がございます。

半透明／透けにくい

① ② ③

⑦

④ ⑤ ⑥

⑧ ⑫⑩⑨ ⑪

●サイズ／650×800㎜●厚さ／0.03㎜●材質／低密度ポリエチレン

¥300(税込¥330)

日本技研工業

カラーパック（10枚）45L
1袋 M価 オープン

お申込番号 カラー

332-519 ①グリーン

332-520 ②イエロー

332-521 ③レッド

332-522 ④ブルー

332-523 ⑤ピンク

332-524 ⑥オレンジ

お申込番号 カラー

332-525 ⑦イエローグリーン

332-526 ⑧バイオレット

332-527 ⑨スカイブルー

332-528 ⑩ホワイト

332-529 ⑪ブラウン

332-530 ⑫ブラック

原材料にバイオマスを使用した、環境にやさしく色あざやかで透けにくいポリ袋。

元の絵を写しやすい A4 サイズ。

●サイズ／ 210×297㎜●厚さ／約
0.4㎜●軟化温度／80℃前後●ちぢむ
温度／130℃前後（約1/4に縮小）

銀鳥産業

クリヤープラ板 A4（10枚）
1セット M価 ¥1,200(税抜)

¥805(税込¥885)
お申込番号 332-545

ひつじのように、ふんわりやわらかく軽いねんどです。 芯材使用可

100g

中部電磁器工業

ひつじのねんど
1個 M価 ¥250(税抜)

¥165(税込¥181)
お申込番号 332-549

●サイズ／175×100×24㎜●重量／約100g
●材質／アクリル樹脂中空体、パルプ、
合成糊剤、防腐剤、水

ペットボトルやビン
など、あらゆる素材
によくつきます。

メタリックな輝きの
美しい装飾用テープです。

5色セット

ニチバン

¥1,460(税込¥1,606)

●裏面／粘着
●5色セット配色／銀3、金2、青2、赤
2、緑1

マイラップ18㎜×8m（10巻）
1パック M価 ¥2,200(税抜)

お申込番号 カラー

332-570 銀

332-571 金

332-572 青

332-573 赤

332-574 緑

332-575 5色セット

A4

×10枚

長さ8m

幅18㎜

×10巻

まとめ割！
中部電磁器工業

ひつじのねんど（60個）
1セット M価 ¥15,000(税抜)

¥8,910(税込¥9,801)
お申込番号 332-550
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秋のセールカタログ！

白色度
82％

500枚

8ツ切 4ツ切

ゴークラ 徳用画用紙 4ツ切（500枚）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-803 中厚口 1包 オープン ¥4,540(税込¥4,994)

332-804 厚口 1包 オープン ¥5,500(税込¥6,050)

●サイズ／4ツ切：380×540㎜●坪量／中厚口：114.5g/㎡、厚口：150.6g/㎡●四六
判換算／中厚口：98.4㎏、厚口：129.5㎏●紙厚／中厚口：約0.2㎜、厚口：約0.27㎜

ゴークラ 徳用画用紙 8ツ切（500枚）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-801 中厚口 1包 オープン ¥2,360(税込¥2,596)

332-802 厚口 1包 オープン ¥2,800(税込¥3,080)

●サイズ／8ツ切：380×270㎜●坪量／中厚口：114.5g/㎡、厚口：150.6g/㎡●四六
判換算／中厚口：98.4㎏、厚口：129.5㎏●紙厚／中厚口：約0.2㎜、厚口：約0.27㎜

白画用紙がおトクな価格に！
500 枚入でたっぷり使えます。

①レモン ②クリーム ③だいだい

④ちゃいろ ⑤あか ⑥ももいろ

⑦むらさき ⑧みずいろ

⑭さくら

⑨きみどり

⑮はいいろ

⑩みどり

⑯こんいろ

⑪あお ⑫こいもも

⑬うすだいだい

⑰くろ ⑱しろ

10枚

A3

A3 裏面

カラフルな立体製作にぴったりです。
裏面に方眼が印刷されています。様々な造形物が簡単きれいにでき上がります。

全25色

15㎝

¥165(税込¥181)

●サイズ／15㎝角●四六判換算／49㎏●坪量／57g/㎡●紙厚／約0.07㎜
※現物とは色が若干異なる場合がございます。※色見本帳が必要な方はお問い合せください。

ゴークラ

単色おりがみ（100枚） 1冊 M価 オープン

お申込番号 カラー

332-823 あか

332-824 ぼたん

332-825 もも

332-826 うすもも

332-827 きいろ

332-828 クリーム

332-829 アイスグリーン

332-830 きみどり

332-831 みどり

332-832 きだいだい

332-833 うすだいだい

332-834 オレンジ

332-835 だいだい

332-836 あお

332-837 そら

332-838 みず

332-839 むらさき

332-840 ふじ

332-841 べに

332-842 おうど

332-843 ちゃいろ

332-844 チョコ

332-845 ねずみ

332-846 くろ

332-847 しろ

¥456(税込¥501)

●サイズ／450×320㎜
●坪量／310g/㎡●紙厚／約0.4㎜
●マス目1㎝実線
※現物とは色が若干異なる場合がござい
ます。

ゴークラ

カラー工作用紙A3（10枚）
1パック M価 オープン

お申込番号 カラー

332-805 ①レモン

332-806 ②クリーム

332-807 ③だいだい

332-808 ④ちゃいろ

332-809 ⑤あか

332-810 ⑥ももいろ

332-811 ⑦むらさき

332-812 ⑧みずいろ

332-813 ⑨きみどり

332-814 ⑩みどり

332-815 ⑪あお

332-816 ⑫こいもも

332-817 ⑬うすだいだい

332-818 ⑭さくら

332-819 ⑮はいいろ

332-820 ⑯こんいろ

332-821 ⑰くろ

332-822 ⑱しろ

人気の25色を取り揃えました！鮮やかな発色の単色いろがみ

破れにくく、水濡れにも強い素材で、ソフトでしなやかです。
幅100㎝

10m巻

ゴークラ

サニボン不織布 10m巻

1巻 M価 ¥4,000(税抜) ¥2,650(税込¥2,915)
お申込番号 カラー

332-558 白

332-559 桃

332-560 水

332-561 黄

332-562 黄緑

332-563 濃緑

お申込番号 カラー

332-564 オレンジ

332-565 茶

332-566 赤

332-567 青

332-568 紫

332-569 黒

●サイズ／幅100㎝×10m巻●厚さ／0.3㎜●材質／レーヨン70％、ポリエス
テル30％　※材質・組成は変更になる場合がございます。
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※ 税8％ は軽減税率[8％]の対象商品です。

サイズ 2種

65色

秋のセールカタログ！

薄口

エンジョイカラー
商品種別

価格
カラー

4ツ切判（100枚） 8ツ切判（100枚） A4（50枚）
1包 M価 オープン

¥1,237
(税込¥1,360)

1包 M価 オープン

¥606
(税込¥666)

1包 M価 オープン

¥412
(税込¥453)

スノー 332-735 332-757 332-779
ライトピンク 332-736 332-758 332-780
サクラピンク 332-737 332-759 332-781

ピンク 332-738 332-760 332-782
レッド 332-739 332-761 332-783

ペールパープル 332-740 332-762 332-784
パープル 332-741 332-763 332-785

ライトブルー 332-742 332-764 332-786
スカイブルー 332-743 332-765 332-787

ブルー 332-744 332-766 332-788
ネイビーブルー 332-745 332-767 332-789

商品種別

価格
カラー

4ツ切判（100枚） 8ツ切判（100枚） A4（50枚）
1包 M価 オープン

¥1,237
(税込¥1,360)

1包 M価 オープン

¥606
(税込¥666)

1包 M価 オープン

¥412
(税込¥453)

ライトグリーン 332-746 332-768 332-790
イエローグリーン 332-747 332-769 332-791

グリーン 332-748 332-770 332-792
クリームイエロー 332-749 332-771 332-793

イエロー 332-750 332-772 332-794
レモンイエロー 332-751 332-773 332-795
ペールオレンジ 332-752 332-774 332-796

オレンジ 332-753 332-775 332-797
レッドオレンジ 332-754 332-776 332-798

ブラウン 332-755 332-777 332-799
ブラック 332-756 332-778 332-800

●サイズ／4ツ切:392×542㎜、8ツ切:271×392㎜、A4：210×297㎜●坪量／102.3g/㎡●四六判換算／88㎏●紙厚／約0.16㎜
※現物とは色が若干異なる場合がございます。※包単位でのご注文をお願いします。※色見本帳が必要な方はお問合せください。

ゴークラ

再生紙でありながら鮮やかな色彩を実現。
コシもあり図画工作に適しています。

●サイズ／4ツ切判：392× 543㎜、8ツ切判：271× 392㎜●坪量／122.1g/㎡●四六判換算／105kg ●紙厚／約0.185㎜●参考梱入数／4ツ切判100枚 5包、8ツ切判
100枚 10包※現物とは色が若干異なる場合がございます。※包単位でのご注文をお願いします。※色見本帳が必要な方はお問合せください。

色画用紙 フレッシュカラー
大王製紙

商品種別

価格
カラー

4ツ切判
（100枚）

8ツ切判
（100枚）

1包 M価オープン

￥1,325
(税込¥1,457)

1包 M価オープン

￥663
(税込¥729)

こいもも 332-627 332-692
いちご（あかるいあか） 332-628 332-693

あか 332-629 332-694
きんぎょ（こいあか） 332-630 332-695

えんじ 332-631 332-696
ふじむらさき 332-632 332-697
あかむらさき 332-633 332-698

むらさき 332-634 332-699
ぐんじょう 332-635 332-700

ぶどう 332-636 332-701
あいいろ 332-637 332-702

ぞう 332-638 332-703
うすみずいろ 332-639 332-704

みずいろ 332-640 332-705
あさぎ 332-641 332-706
そら 332-642 332-707

イルカ 332-643 332-708
うすあお 332-644 332-709

あお 332-645 332-710
わかくさ 332-646 332-711
マスカット 332-647 332-712

やなぎ 332-648 332-713

商品種別

価格
カラー

4ツ切判
（100枚）

8ツ切判
（100枚）

1包 M価オープン

￥1,325
(税込¥1,457)

1包 M価オープン

￥663
(税込¥729)

バナナ 332-605 332-670
うすクリーム 332-606 332-671

クリーム 332-607 332-672
きいろ 332-608 332-673
レモン 332-609 332-674
ひよこ 332-610 332-675

ひまわり 332-611 332-676
みかん 332-612 332-677

オレンジ 332-613 332-678
かき 332-614 332-679

だいだい 332-615 332-680
しゅいろ 332-616 332-681

おうどいろ 332-617 332-682
うすだいだい 332-618 332-683

うさぎ 332-619 332-684
ピンク 332-620 332-685

サーモン 332-621 332-686
うすもも 332-622 332-687
さくら 332-623 332-688
ピーチ 332-624 332-689
もも 332-625 332-690

フラミンゴ 332-626 332-691

商品種別

価格
カラー

4ツ切判
（100枚）

8ツ切判
（100枚）

1包 M価オープン

￥1,325
(税込¥1,457)

1包 M価オープン

￥663
(税込¥729)

うすみどり 332-649 332-714
きみどり 332-650 332-715

こいきみどり 332-651 332-716
みどり 332-652 332-717

エメラルド 332-653 332-718
しらちゃ 332-654 332-719
うすちゃ 332-655 332-720
ちゃいろ 332-656 332-721
こげちゃ 332-657 332-722

こいこげちゃ 332-658 332-723
くり 332-659 332-724

くちばいろ 332-660 332-725
オリーブ 332-661 332-726

ゆき 332-662 332-727
ミルク 332-663 332-728

うすはいいろ 332-664 332-729
あかるいはいいろ 332-665 332-730

はいいろ 332-666 332-731
くらいはいいろ 332-667 332-732

くろ 332-668 332-733
くま（こいくろ） 332-669 332-734


