






【品番】 DB4801M 【品番】 DB2400A 【品番】 DB12000 【品番】 DB352B
【JAN】 4961971602784 【JAN】 4961971602883 【JAN】 4961971601787 【JAN】 4961971601190 
【価格】 税別：¥4,800 【価格】 税別：¥2,400 【価格】 税別：￥12,000 【価格】 税別：￥350

税込：¥5,280 税込：¥2,640 税込：￥13,200 税込：￥385
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※1ピースあたり

【品番】 DB4801B 【品番】 DB2400B 【品番】 DB10000 【品番】 DB352C
【JAN】 4961971602791 【JAN】 4961971602890 【JAN】 4961971601794 【JAN】 4961971601206 
【価格】 税別：¥4,800 【価格】 税別：¥2,400 【価格】 税別：￥10,000 【価格】 税別：￥350

税込：¥5,280 税込：¥2,640 税込：￥11,000 税込：￥385
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※1ピースあたり

【品番】 DB601MF 【品番】 DB1850 【品番】 DB1502 【品番】 DB580A
【JAN】 4961971602807 【JAN】 4961971602616 【JAN】 4961971601800 【JAN】 4961971601152 
【価格】 税別：¥600 【価格】 税別：￥1,850 【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥580

税込：¥660 税込：￥2,035 税込：￥1,650 税込：￥638
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

【品番】 DB601BF 【品番】 DB1600M 【品番】 DB581A 【品番】 DB580B
【JAN】 4961971602814 【JAN】 4961971602623 【JAN】 4961971601374 【JAN】 4961971601169 
【価格】 税別：¥600 【価格】 税別：￥1,600 【価格】 税別：￥580 【価格】 税別：￥580

税込：¥660 税込：￥1,760 税込：￥638 税込：￥638
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

【品番】 DB601A 【品番】 DB1600B 【品番】 DB581B 【品番】 DB580C
【JAN】 4961971602821 【JAN】 4961971602630 【JAN】 4961971601381 【JAN】 4961971601176 
【価格】 税別：¥600 【価格】 税別：￥1,600 【価格】 税別：￥580 【価格】 税別：￥580

税込：¥660 税込：￥1,760 税込：￥638 税込：￥638
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

【品番】 DB601B 【品番】 DB904M 【品番】 DB581C 【品番】 DB1802
【JAN】 4961971602838 【JAN】 4961971602647 【JAN】 4961971601398 【JAN】 4961971601121 
【価格】 税別：¥600 【価格】 税別：￥900 【価格】 税別：￥580 【価格】 税別：￥1,800

税込：¥660 税込：￥990 税込：￥638 税込：￥1,980
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 DB601C 【品番】 DB904B 【品番】 DB880F 【品番】 DB1500
【JAN】 4961971602845 【JAN】 4961971602654 【JAN】 4961971601213 【JAN】 4961971601138 
【価格】 税別：¥600 【価格】 税別：￥900 【価格】 税別：￥880 【価格】 税別：￥1,500

税込：¥660 税込：￥990 税込：￥950 税込：￥1,650
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※軽減税率対象

【品番】 DB601D 【品番】 DB501M 【品番】 DB880S 【品番】 DB1400
【JAN】 4961971602852 【JAN】 4961971602661 【JAN】 4961971601220 【JAN】 4961971601145 
【価格】 税別：¥600 【価格】 税別：￥500 【価格】 税別：￥880 【価格】 税別：￥1,400

税込：¥660 税込：￥550 税込：￥950 税込：￥1,540
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※軽減税率対象

【品番】 DB601E 【品番】 DB501B 【品番】 DB880D 【品番】 DB2000A
【JAN】 4961971602869 【JAN】 4961971602678 【JAN】 4961971601237 【JAN】 4961971601022 
【価格】 税別：¥600 【価格】 税別：￥500 【価格】 税別：￥880 【価格】 税別：￥2,000

税込：¥660 税込：￥550 税込：￥950 税込：￥2,200
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※軽減税率対象 ※木箱サイズ

【品番】 DB601F 【品番】 DB403M 【品番】 DB880R 【品番】 DB2000B
【JAN】 4961971602876 【JAN】 4961971602685 【JAN】 4961971601244 【JAN】 4961971601039 
【価格】 税別：¥600 【価格】 税別：￥400 【価格】 税別：￥880 【価格】 税別：￥2,000

税込：¥660 税込：￥440 税込：￥950 税込：￥2,200
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※軽減税率対象 ※木箱サイズ

【品番】 DB1504 【品番】 DB403B 【品番】 DB352A 【品番】 DB1205A
【JAN】 4961971602906 【JAN】 4961971602692 【JAN】 4961971601183 【JAN】 4961971601046 
【価格】 税別：¥1,500 【価格】 税別：￥400 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥1,200

税込：¥1,650 税込：￥440 税込：￥385 税込：￥1,320
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※木箱サイズ

DB ﾋﾞｯｸﾞｳｯﾄﾞｸﾘｯﾌﾟ（ポピー＆グランティ）

PKG：W120×H135×D23ｍｍ

本体：W85×H60×D23ｍｍ

本体：W65×H65×D23ｍｍ

PKG：W120×H135×D23ｍｍ

本体：W65×H65×D23ｍｍ

PKG：W120×H135×D23ｍｍ

本体：W65×H65×D23ｍｍ

本体：W148×H110×D80ｍｍ

DB ﾋﾞｯｸﾞｳｯﾄﾞｸﾘｯﾌﾟ（ボリス＆バーバラ）

PKG：W120×H135×D23ｍｍ

本体：W65×H65×D23ｍｍ

DB ﾋﾞｯｸﾞｳｯﾄﾞｸﾘｯﾌﾟ（ペンギン）

PKG：W120×H135×D23ｍｍ

本体：W65×H65×D23ｍｍ

DB 木とアクリルのフレーム（くだもの柄）

DB ﾋﾞｯｸﾞｳｯﾄﾞｸﾘｯﾌﾟ（キリン）

PKG：W150×H111×D20ｍｍ

DB ﾋﾞｯｸﾞｳｯﾄﾞｸﾘｯﾌﾟ（ミッフィーとぞう）

PKG：W120×H135×D23ｍｍ

本体：W65×H65×D23ｍｍ

本体：W84×H125×D88ｍｍ

ディック・ブルーナ 商品一覧

DB 木のディスプレイトレー（くだもの柄）

DB 木のディスプレイトレー（お花柄）

PKG：W192×H35×D132ｍｍ

本体：W187×H30×D127ｍｍ

PKG：W192×H35×D132ｍｍ

DBﾋﾞｯｸﾞｳｯﾄﾞｸﾘｯﾌﾟ（ミッフィー＆ダーン）

PKG：W120×H135×D23ｍｍ

DB/MF ダイカットミニテーブル（ミッフィー）

DB/MF ダイカットミニテーブル（ボリス）

PKG：W390×H57×D302ｍｍ

本体：W277×H182×D381ｍｍ

PKG：W390×H57×D302ｍｍ

本体：W381×H182×D272ｍｍ

DB/MFﾋﾞｯｸﾞｳｯﾄﾞｸﾘｯﾌﾟ（ﾐｯﾌｨｰﾌｪｲｽ）

PKG：W120×H135×D23ｍｍ

本体：W65×H88×D23ｍｍ

DB/MFﾋﾞｯｸﾞｳｯﾄﾞｸﾘｯﾌﾟ（ボリスフェイス）

ミッフィーのつみき 60ピース（ひらがな） DB/MF　ミッフィー型コースター（びっくり）

DB/MF　ミッフィー型コースター（おやすみ）

DBｵｰﾅﾒﾝﾄ付ｺｰｽﾀｰ（ﾐｯﾌｨｰﾌﾗﾜｰﾄﾞﾚｽ）

DB/MF 木のしおり（ミッフィー）

DB/MF　カッティングボードロング（ミッフィーフェイス）

DB/MF　キッチンペーパーホルダー（ミッフィーフェイス）

PKG：W120×H230×D9ｍｍ

DBハーブ栽培キット ミニラティス（ミッフィー）

DB/MF モバイルスタンド（ボリス）

PKG：W120×H165×D5ｍｍ
本体：W78×H113×D5ｍｍ

PKG：W128×H135×D33ｍｍ

PKG：W168×H390×D15ｍｍ

PKG：W125×H134×D72ｍｍ

本体：W123×H132×D67ｍｍ

DB/MF 木のオーナメント（ミッフィー）

PKG：W110×H180×D3ｍｍ
本体：W75×H104×D3ｍｍ

DB/MF 木のオーナメント（ボリス）

PKG：W110×H180×D3ｍｍ

本体：W144×H254×D15ｍｍ

PKG：W185×H40×D273ｍｍ

本体：W30×H60×D10ｍｍ
PKG：W120×H165×D5ｍｍ
本体：W78×H113×D5ｍｍ

PKG：W120×H165×D5ｍｍ
本体：W78×H113×D5ｍｍ

PKG：W128×H178×D11ｍｍ

PKG：W74×H108×D76ｍｍ
本体：W71×H74×D56ｍｍ

DBハーブ栽培キット ミニラティス（うさぎ ）

DBハーブ栽培キット ﾐﾆﾎﾟｯﾄ（ミッフィー）DB/MF　ミッフィー型コースター（スタンダード）

DB　お茶とコースター プチ　うさぎ（煎茶ホワイト）

DBお茶とｺｰｽﾀｰﾌﾟﾁ ﾌﾗﾜｰﾄﾞﾚｽ（煎茶ブルー）

DBお茶とｺｰｽﾀｰﾌﾟﾁ いちご柄（ほうじ茶ピンク）

本体：W123×H132×D67ｍｍ

PKG：W310×H48×D234ｍｍ

本体：W304×H45×D230ｍｍ

PKG：W165×H330×D21ｍｍ

本体：W113×H292×D113ｍｍ

PKG：W125×H134×D72ｍｍ

DBｵｰﾅﾒﾝﾄ付ｺｰｽﾀｰ（ミッフィードット柄）

本体：W187×H30×D127ｍｍ

DB トレー付収納箱（ミッフィー＆ダーン）

PKG：W186×H103×D118ｍｍ

DB/MF コースター6Pセット（ミッフィー）

DB/MF コースター6Pセット（ボリス）

PKG：W100×H75×D100ｍｍ

DB/MF　ウッドトレー（ミッフィーフェイス）

PKG：W190×H278×D22ｍｍ

本体：W220×H160×D136ｍｍ

本体：W30×H60×D10ｍｍ

DBｵｰﾅﾒﾝﾄ付ｺｰｽﾀｰ（うさぎ）

本体：W178×H97×D110ｍｍ

PKG：W100×H75×D100ｍｍ

本体：W98×H98×D8ｍｍ

本体：W98×H98×D8ｍｍ

PKG：W128×H178×D11ｍｍ

本体：W95×H61×D95ｍｍ

PKG：W128×H178×D11ｍｍ

本体：W95×H33×D95ｍｍ

DBお茶とｺｰｽﾀｰﾌﾟﾁ フェイス（ほうじ茶ホワイト）

DB 簡単組立 ふた付収納ボックス（ミッフィー＆ダーン）

ミッフィーのつみき 45ピース（アルファベット）

PKG：W98×H156×D27ｍｍ
本体：W41×H70×D27ｍｍ

PKG：W98×H156×D27ｍｍ
本体：W41×H70×D27ｍｍ

PKG：W98×H156×D27ｍｍ
本体：W41×H70×D27ｍｍ

本体：W95×H70×D95ｍｍ

DB　ダイカットメモスタンド（マフラーミッフィー）

DB　ダイカットメモスタンド（ミッフィー＆ベア）

DB　ダイカットメモスタンド（ﾐｯﾌｨｰﾌﾗﾜｰﾄﾞﾚｽ）

PKG：W185×H40×D213ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉3g×5袋

PKG：W128×H135×D33ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉3g×5袋

PKG：W128×H135×D33ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉3g×5袋

PKG：W128×H135×D33ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉3g×5袋

本体：W66×H133×D93ｍｍ

※コースター１枚あたり

※コースター１枚あたり

※組立時

PKG：W120×H230×D9ｍｍ

※組立時

DB/MF モバイルスタンド（ミッフィー）

PKG：W80×H170×D1.5ｍｍ
本体：W52×H111×D1.5ｍｍ

DB/MF 木のしおり（ボリス）

PKG：W80×H170×D1.5ｍｍ
本体：W41×H123×D1.5ｍｍ

本体：W105×H80×D3ｍｍ



【品番】 DB1205B 【品番】 DB1680 【品番】 DB681A 【品番】 DB350PP
【JAN】 4961971601053 【JAN】 4961971600780 【JAN】 4961971600483 【JAN】 4961971600070
【価格】 税別：￥1,200 【価格】 税別：￥1,680 【価格】 税別：￥680 【価格】 税別：￥350

税込：￥1,320 税込：￥1,848 税込：￥748 税込：￥385
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※木箱サイズ

【品番】 DB4800 【品番】 DB800W 【品番】 DB681B 【品番】 DB350LO
【JAN】 4961971600988 【JAN】 4961971600735 【JAN】 4961971600490 【JAN】 4961971600087
【価格】 税別：￥4,800 【価格】 税別：￥800 【価格】 税別：￥680 【価格】 税別：￥350

税込：￥5,280 税込：￥880 税込：￥748 税込：￥385
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※本体サイズ取っ手含む ※アクリルパーツのサイズ

【品番】 DB902A 【品番】 DB800BR 【品番】 DB350MF 【品番】 DB350DG
【JAN】 4961971600797 【JAN】 4961971600742 【JAN】 4961971600056 【JAN】 4961971600094
【価格】 税別：￥900 【価格】 税別：￥800 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥350

税込：￥990 税込：￥880 税込：￥385 税込：￥385
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 DB902B 【品番】 DB1800 【品番】 DB350BR 【品番】 DB350CT
【JAN】 4961971600803 【JAN】 4961971600582 【JAN】 4961971600063 【JAN】 4961971600100
【価格】 税別：￥900 【価格】 税別：￥1,800 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥350

税込：￥990 税込：￥1,980 税込：￥385 税込：￥385
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 DB4500 【品番】 DB380A 【品番】 DB786B 【品番】 DB583B
【JAN】 4961971602708 【JAN】 4961971600025 【JAN】 4961971602562 【JAN】 4961971602210 
【価格】 税別：¥4,500 【価格】 税別：￥380 【価格】 税別：￥780 【価格】 税別：￥580

税込：¥4,950 税込：￥418 税込：￥858 税込：￥638
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

【品番】 DB1013 【品番】 DB380B 【品番】 DB684 【品番】 DB584A
【JAN】 4961971602746 【JAN】 4961971600032 【JAN】 4961971602579 【JAN】 4961971602227 
【価格】 税別：¥1,000 【価格】 税別：￥380 【価格】 税別：￥680 【価格】 税別：￥580

税込：¥1,100 税込：￥418 税込：￥748 税込：￥638
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 DB488 【品番】 DB380C 【品番】 DB402A 【品番】 DB584B
【JAN】 4961971602753 【JAN】 4961971600049 【JAN】 4961971602593 【JAN】 4961971602234 
【価格】 税別：¥480 【価格】 税別：￥380 【価格】 税別：￥400 【価格】 税別：￥580

税込：¥528 税込：￥418 税込：￥440 税込：￥638
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※1個当たり

【品番】 DB404A 【品番】 DB1804 【品番】 DB402B 【品番】 DB1501A
【JAN】 4961971602760 【JAN】 4961971602470 【JAN】 4961971602609 【JAN】 4961971601329 
【価格】 税別：¥400 【価格】 税別：￥1,800 【価格】 税別：￥400 【価格】 税別：￥1,500

税込：¥440 税込：￥1,980 税込：￥440 税込：￥1,620
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※軽減税率対象

【品番】 DB404B 【品番】 DB1701 【品番】 DB785A 【品番】 DB1501B
【JAN】 4961971602777 【JAN】 4961971602487 【JAN】 4961971602180 【JAN】 4961971601336 
【価格】 税別：¥400 【価格】 税別：￥1,700 【価格】 税別：￥780 【価格】 税別：￥1,500

税込：¥440 税込：￥1,870 税込：￥858 税込：￥1,620
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※ウッドパーツのサイズ ※軽減税率対象

【品番】 DB400B 【品番】 DB1503 【品番】 DB785B 【品番】 DB1011A
【JAN】 4961971600353 【JAN】 4961971602494 【JAN】 4961971602197 【JAN】 4961971601008 
【価格】 税別：￥400 【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥780 【価格】 税別：￥1,000

税込：￥440 税込：￥1,650 税込：￥858 税込：￥1,100
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 DB400R 【品番】 DB1403 【品番】 DB583A 【品番】 DB1011B
【JAN】 4961971600346 【JAN】 4961971602500 【JAN】 4961971602203 【JAN】 4961971601015 
【価格】 税別：￥400 【価格】 税別：￥1,400 【価格】 税別：￥580 【価格】 税別：￥1,000

税込：￥440 税込：￥1,540 税込：￥638 税込：￥1,100
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 DB380M 【品番】 DB786A 【品番】 DB1250C 【品番】 DB487B
【JAN】 4961971600018 【JAN】 4961971602555 【JAN】 4961971601428 【JAN】 4961971601107 
【価格】 税別：￥380 【価格】 税別：￥780 【価格】 税別：￥1,250 【価格】 税別：￥480

税込：￥418 税込：￥858 税込：￥1,375 税込：￥528
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

PKG：W130×H180×D7ｍｍ

DBｳｯﾄﾞﾋﾟﾝﾁ3個セット(ミッフィー＆フレンズ) DB/AC ｱｸﾘﾙ&ｳｯﾄﾞﾁｬｰﾑ（サークル） スプラウト栽培キット(ミッフィー マスタード) DB/MC メモスタンドスリム（青）

PKG：W103×H123×D14ｍｍ PKG：W80×H125×D14ｍｍ PKG：W160×H228×D30ｍｍ PKG：W80×H130×D28ｍｍ
本体：W25×H45×D14ｍｍ 本体：W48×H54×D3ｍｍ 本体：W127×H61×D98ｍｍ 本体：W31×H66×D28ｍｍ

PKG：W108×H285×D6ｍｍ
本体：W78×H244×D5.5ｍｍ本体：W95×H64×D95ｍｍ

※1個当たり

DBクローゼットフック　トリプル　（うさぎ）

PKG：W105×H153×D13ｍｍ

本体：W32×H32×D15ｍｍ

PKG：W80×H125×D8ｍｍ
本体：W31×H55×D3ｍｍ

DB/MTｵｰﾅﾒﾝﾄ付ｺｰｽﾀｰ（チューリップA）

DB/MT ｱｸﾘﾙ&ｳｯﾄﾞﾁｬｰﾑ（ﾁｭｰﾘｯﾌﾟB）

DB/MT ｱｸﾘﾙ&ｳｯﾄﾞﾁｬｰﾑ（ﾁｭｰﾘｯﾌﾟA）

DB/AC 木のしおり（○△□）

DB/MT メモスタンド（チューリップA）

PKG：W111×H225×D30ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉4g / 飴3個

本体：W42×H66×D27ｍｍ

本体：W42×H66×D27ｍｍ

PKG：W111×H225×D30ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉4g / 飴3個

PKG：W108×H285×D6ｍｍ
本体：W78×H246×D5.5ｍｍ

DBクローゼットフック　ダブル　（うさぎ）

PKG：W80×H128×D11ｍｍ

PKG：W100×H140×D27ｍｍ

本体：W29×H55×D3ｍｍ

PKG：W80×H128×D11ｍｍ

本体：W34×H62×D3ｍｍ

DB/PD　アクリル＆ウッドチャーム（A） DB ダイカットコースター ポピー

DB ダイカットコースター ライオン

DB ダイカットコースター ドッグ

DB ダイカットコースター キャット

DB/MTｵｰﾅﾒﾝﾄ付ｺｰｽﾀｰ（チューリップB）

PKG：W120×H153×D5ｍｍ
本体：W81×H103×D5ｍｍ

PKG：W80×H125×D8ｍｍ
本体：W44×H48×D3ｍｍ

PKG：W80×H125×D14ｍｍ

本体：W35×H64×D3ｍｍ
PKG：W120×H153×D5ｍｍ

本体：W86×H80×D5ｍｍ

PKG：W120×H153×D5ｍｍ

本体：W93×H93×D5ｍｍ

PKG：W120×H153×D5ｍｍ

DB/PD　アクリル＆ウッドチャーム（B）

本体：W107×H84×D5ｍｍ

※1個当たり

※軽減税率対象外 ※アクリルパーツのサイズ

DB ダイカットコースター ミッフィーDB　アロマスティックセット（ミッフィー）

PKG：W90×H217×D3ｍｍ
本体：W25×H180×D3ｍｍ

DB　アロマスティックセット（おばけ）

PKG：W90×H217×D3ｍｍ

DB/AC ウッドトレー（サークル）

PKG：W310×H48×D234ｍｍ

DBｳｯﾄﾞﾋﾟﾝﾁ3個セット （どうぶつセットA）

PKG：W103×H123×D14ｍｍ

PKG：W120×H153×D5ｍｍ
本体：W111×H76×D5ｍｍ

本体：W25×H45×D14ｍｍ

本体：W304×H45×D230ｍｍ

本体：W52×H73×D2ｍｍ

本体：W40×H118×D2ｍｍ

DB/CM ブックマーク（赤）

本体：W82×H50×D82ｍｍ

DB　ぷちぱこ（メラニー）

PKG：W88×H53×D88ｍｍ

DB ウッドトレー（ミッフィーと仲間たち）

本体：W82×H50×D82ｍｍ

本体：W30×H180×D3ｍｍ

本体：W40×H118×D2ｍｍ

DB　ミッフィー型カッティングボード

DB　ぷちぱこ（ミッフィー）

PKG：W190×H295×D15ｍｍ

本体：W175×H250×D15ｍｍ

PKG：W88×H53×D88ｍｍ

DB/FL ミニテーブル（フローラル）

PKG：W360×H54×D360ｍｍ

DBハーブ栽培キット ﾐﾆﾎﾟｯﾄ（ﾐｯﾌｨｰ&ﾒﾗﾆｰ）

DB 収納箱

PKG：W100×H150×D4ｍｍ

PKG：W80×H160×D4ｍｍ

本体：W229×H171×D170ｍｍ

本体：W350×H183×D350ｍｍ

DB/AC 引き出しボックス（○△□）

本体：W25×H45×D14ｍｍ

本体：W25×H45×D14ｍｍ

PKG：W80×H160×D4ｍｍ

DB/AC ｱｸﾘﾙ&ｳｯﾄﾞﾁｬｰﾑ（○△□）

DB ダイカットコースター ボリス

PKG：W310×H48×D234ｍｍ

本体：W304×H45×D230ｍｍ

PKG：W103×H123×D14ｍｍ

PKG：W80×H125×D4ｍｍ

ディック・ブルーナ 商品一覧

PKG：W80×H125×D4ｍｍ
本体：W52×H73×D2ｍｍ

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾟｰ ﾃｨｰｾｯﾄ （お花 白）

DB/FL 木のしおり（フローラルB/紺）

DB/FL 木のしおり（フローラルA/白）

PKG：W100×H150×D4ｍｍ

本体：W52×H73×D2ｍｍ

DBｳｯﾄﾞﾋﾟﾝﾁ3個セット （どうぶつセットC） DB/AC 木のしおり（サークル）

※本体サイズ　アクリルパーツ

DBｳｯﾄﾞﾋﾟﾝﾁ3個セット （どうぶつセットB） DB/AC クリップ4個セット（サークル）

PKG：W74×H108×D76ｍｍ

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾟｰ ﾃｨｰｾｯﾄ（ﾌﾗﾜｰﾄﾞﾚｽ 青）

PKG：W100×H140×D27ｍｍ

DB/FL モバイルスタンド（フローラル）

PKG：W120×H230×D9ｍｍ
本体：W66×H133×D93ｍｍ

※1個当たり

DB/FL マグネット3個セット（フローラル）

PKG：W135×H115×D8ｍｍ

本体：W28×H52×D8ｍｍ

PKG：W103×H123×D14ｍｍ

本体：W71×H74×D56ｍｍ

PKG：W233×H178×D178ｍｍ

DB/MT メモスタンド（チューリップB）

本体：W81×H85×D5ｍｍ

PKG：W130×H180×D7ｍｍ
本体：W95×H64×D95ｍｍ

※1個当たり

PKG：W120×H153×D5ｍｍ

※ウッドパーツのサイズ

※本体サイズ　ウッドパーツ

※1個当たり　φ32×13㎜

※組立時
本体：W113×H292×D113ｍｍ

PKG：W121×H107×D61ｍｍ

本体：W116×H72×D59ｍｍ

DB/AC 木箱入りクッキー（○△□）

PKG：W140×H158×D117ｍｍ

PKG：W165×H330×D21ｍｍ

DB/AC ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ（サークル）

本体：W132×H109×D150ｍｍ本体：W52×H73×D2ｍｍ

DB/CM ブックマーク（青）





【品番】 SN4803 【品番】 SNO1501FP 【品番】 SNO1000 【品番】 SNB1351
【JAN】 4961971403626 【JAN】 4961971403527 【JAN】 4961971403053 【JAN】 4961971402520
【価格】 税別：¥4,800 【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥1,000 【価格】 税別：￥1,350

税込：¥5,280 税込：￥1,650 税込：￥1,100 税込：￥1,485
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 SNT680A 【品番】 SNS486SN 【品番】 SNS1202B 【品番】 SNB1500
【JAN】 4961971403633 【JAN】 4961971403534 【JAN】 4961971403046 【JAN】 4961971402513
【価格】 税別：¥680 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥1,200 【価格】 税別：￥1,500

税込：¥748 税込：￥528 税込：￥1,320 税込：￥1,650
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 SNT680B 【品番】 SNS486WS 【品番】 SNS1202A 【品番】 SNO1356
【JAN】 4961971403640 【JAN】 4961971403541 【JAN】 4961971403039 【JAN】 4961971402544
【価格】 税別：¥680 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥1,200 【価格】 税別：￥1,350

税込：¥748 税込：￥528 税込：￥1,320 税込：￥1,485
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※サイズ折りたたみ時

【品番】 SNT680C 【品番】 SNC356CB 【品番】 SNB1503 【品番】 SNC580SN
【JAN】 4961971403657 【JAN】 4961971403558 【JAN】 4961971403305 【JAN】 4961971402605
【価格】 税別：¥680 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥580

税込：¥748 税込：￥385 税込：￥1,650 税込：￥638
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

【品番】 SNT680D 【品番】 SNC356LU 【品番】 SN12000 【品番】 SNC580WS
【JAN】 4961971403664 【JAN】 4961971403565 【JAN】 4961971403237 【JAN】 4961971402612
【価格】 税別：¥680 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥12,000 【価格】 税別：￥580

税込：¥748 税込：￥385 税込：￥13,200 税込：￥638
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※1ピースあたり ※組立時

【品番】 SNS600CB 【品番】 SNC356LN 【品番】 SNB1200 【品番】 SNC580OL
【JAN】 4961971403671 【JAN】 4961971403572 【JAN】 4961971402964 【JAN】 4961971402629
【価格】 税別：¥600 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥1,200 【価格】 税別：￥580

税込：¥660 税込：￥385 税込：￥1,320 税込：￥638
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

【品番】 SNS600LU 【品番】 SNC356SW 【品番】 SNO1500 【品番】 SNS800SN
【JAN】 4961971403688 【JAN】 4961971403589 【JAN】 4961971402957 【JAN】 4961971402322
【価格】 税別：¥600 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥800

税込：¥660 税込：￥385 税込：￥1,650 税込：￥880
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

【品番】 SNS600LN 【品番】 SNS1004S 【品番】 SNB1803 【品番】 SNS800WS
【JAN】 4961971403695 【JAN】 4961971403404 【JAN】 4961971402919 【JAN】 4961971402339
【価格】 税別：¥600 【価格】 税別：￥1,000 【価格】 税別：￥1,800 【価格】 税別：￥800

税込：¥660 税込：￥1,100 税込：￥1,980 税込：￥880
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 SNS600SW 【品番】 SNS1004B 【品番】 SN4801 【品番】 SNS800OL
【JAN】 4961971403701 【JAN】 4961971403411 【JAN】 4961971402858 【JAN】 4961971402346
【価格】 税別：¥600 【価格】 税別：￥1,000 【価格】 税別：￥4,800 【価格】 税別：￥800

税込：¥660 税込：￥1,100 税込：￥5,280 税込：￥880
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 SNB1804 【品番】 SN4802 【品番】 SNB1352 【品番】 SNB800SN
【JAN】 4961971403503 【JAN】 4961971403374 【JAN】 4961971402698 【JAN】 4961971402162
【価格】 税別：￥1,800 【価格】 税別：￥4,800 【価格】 税別：￥1,350 【価格】 税別：￥800

税込：￥1,980 税込：￥5,280 税込：￥1,485 税込：￥880
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

【品番】 SNO1501SW 【品番】 SNO750 【品番】 SNB1003 【品番】 SNB800WS
【JAN】 4961971403510 【JAN】 4961971403060 【JAN】 4961971402537 【JAN】 4961971402179
【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥750 【価格】 税別：￥1,000 【価格】 税別：￥800

税込：￥1,650 税込：￥825 税込：￥1,100 税込：￥880
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時
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PKG：W390×H57×D302ｍｍ

本体：W294×H182×D372ｍｍ

PKG：W130×H180×D18ｍｍ

※軽減税率対象外

PKG：W120×H135×D23ｍｍ

本体：W65×H65×D23ｍｍ

PKG：W120×H135×D23ｍｍ

本体：W65×H65×D23ｍｍ

PKG：W120×H135×D23ｍｍ

本体：W65×H65×D23ｍｍ

PKG：W130×H180×D18ｍｍ

茶葉3ｇ×3袋

PKG：W130×H180×D18ｍｍ

茶葉3ｇ×3袋

PKG：W130×H180×D18ｍｍ

茶葉3ｇ×3袋

SN お茶とクリップセット（煎茶/感謝をこめて）

SN お茶とクリップセット（煎茶/こころばかり）

SN　ビッグウッドクリップ（チャーリー・ブラウン＆スヌーピー）

※軽減税率対象外

※軽減税率対象外

※軽減税率対象外

スヌーピー 商品一覧

SN　簡単組立 ボックスティッシュラック

SNｶｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞﾛﾝｸﾞ（目盛付きｽﾇｰﾋﾟｰ）

PKG：W200×H243×D16ｍｍ

本体：W190×H200×D102ｍｍ

SN　簡単組立 コーナースパイスラック

PKG：W178×H248×D21ｍｍ

本体：W148×H128×D160ｍｍ

SNオーナメント付コースター(ウッドストック)

PKG：W128×H180×D10ｍｍ

本体：W95×H61×D95ｍｍ

SNオーナメント付コースター(スヌーピー)

PKG：W167×H398×D15ｍｍ

本体：W145×H352×D15ｍｍ

本体：W101×H148×D29ｍｍ

SN イーゼル型モバイルスタンド（ビーグル・スカウト）

本体：W101×H148×D29ｍｍ

PKG：W160×H230×D29ｍｍ

SN カッティングボードミニ（ビーグル・スカウト）

PKG：W158×H298×D15ｍｍ

本体：W253×H124×D15ｍｍ

SN お茶とクリップセット（ほうじ茶/ありがとう）

SN お茶とクリップセット（ほうじ茶/ほんのきもち）

SN イーゼル型モバイルスタンド（スヌーピー）

PKG：W160×H230×D29ｍｍ

SN簡単組立リモコンボックス（ｽﾇｰﾋﾟｰ&ﾌｧｰﾛﾝ）

SN 収納箱 (スヌーピー&ウッドストック)

PKG：W233×H178×D178ｍｍ

本体：W229×H171×D170ｍｍ

PKG：W159×H303×D8ｍｍ
本体：W256×H50×D90ｍｍ

SN　簡単組立 カトラリーケース

PKG：W170×H245×D21ｍｍ

本体：W200×H140×D120ｍｍ

SN　ぷちぱこ　ウッドストック

PKG：W88×H53×D88ｍｍ
本体：W82×H50×D82ｍｍ

SN クリップ5個セットP2　オラフ

PKG：W120×H164×D15ｍｍ

本体：約W33×H45×D15mm

※1個あたり

SN　ぷちぱこ　スヌーピー

※1個あたり

SN ミニテーブル（ビーグル・スカウト）

PKG：W452×H56×D330ｍｍ

SNウッドスティックマグネット（SN&WS）

PKG：W190×H183×D25ｍｍ

本体：W150×H24×D22ｍｍ

SNｳｯﾄﾞｽﾃｨｯｸﾏｸﾞﾈｯﾄ（ﾋﾞｰｸﾞﾙﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ）

PKG：W88×H53×D88ｍｍ

本体：W30×H60×D10ｍｍ

SN 簡単組立　ロールペーパーカバー

本体：W160×H178×D168ｍｍ

PKG：W190×H195×D20ｍｍ

本体：W82×H50×D82ｍｍ

SN クリップ5個セットP2　スヌーピー

PKG：W120×H164×D15ｍｍ

本体：約W33×H45×D15mm

SN クリップ5個セットP2　ウッドストック

PKG：W120×H164×D15ｍｍ

本体：約W33×H45×D15mm

SN/PGｶｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(フェイスパターン)

PKG：W200×H310×D15ｍｍ

本体：W252×H175×D15ｍｍ

SN/PGﾏｸﾞﾈｯﾄ3個ｾｯﾄ(スヌーピーセット)

PKG：W120×H135×D23ｍｍ

本体：W65×H65×D23ｍｍ

SN/PG ウッドトレー(フェイスパターン)

PKG：W190×H183×D25ｍｍ

本体：W150×H24×D22ｍｍ

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W93×H93×D5ｍｍ

SN/PGｺﾙｸｺｰｽﾀｰ（ライナス＆スヌーピー）

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W92×H92×D5ｍｍ

SN/PGｺﾙｸｺｰｽﾀｰ（スヌーピー＆ウッドストック）

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W92×H92×D5ｍｍ

茶葉3ｇ×3袋

SN ダイカットミニテーブル（フェイスP2）

PKG：W310×H48×D234ｍｍ

本体：W304×H45×D230ｍｍ

SN/PGｶｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(スヌーピー＆ウッドストック) 

PKG：W200×H310×D15ｍｍ

本体：W252×H175×D15ｍｍ 本体：W98×H253×D3ｍｍ

※板内にオーナメント7個入り

本体：W445×H188×D295ｍｍ

SN オーナメントセット（ビーグル・スカウト）

PKG：W110×H263×D8ｍｍ

※サイズ折りたたみ時

PKG：W90×H165×D8ｍｍ
本体：約W32×H35×D8ｍｍ

SN/PGﾏｸﾞﾈｯﾄ3個ｾｯﾄ(ウッドストックセット)

PKG：W90×H165×D8ｍｍ
本体：約W32×H35×D8ｍｍ

※1個当たり

※1個当たり

SN 簡単組立　ふた付収納ボックス（SN&WS）

PKG：W190×H278×D22ｍｍ

本体：W220×H160×D136ｍｍ

SN　ビッグウッドクリップ（スヌーピー＆ウッドストック）

SN　ビッグウッドクリップ（ライナス＆スヌーピー）

※取っ手含む

※1個あたり

SN/PGｺﾙｸｺｰｽﾀｰ（ﾁｬｰﾘｰ･ﾌﾞﾗｳﾝ＆スヌーピー）

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W93×H93×D5ｍｍ

SN/PGｺﾙｸｺｰｽﾀｰ（ルーシー＆スヌーピー）

PKG：W128×H180×D10ｍｍ

本体：W95×H38×D95ｍｍ

SNオーナメント付コースター(オラフ)

PKG：W128×H180×D10ｍｍ

本体：W95×H42×D95ｍｍ

PKG：W310×H48×D234ｍｍ

本体：W304×H45×D230ｍｍ

SN ウッドトレー（スヌーピー&バニー ピンク）

PKG：W198×H330×D15ｍｍ

本体：W165×H280×D144ｍｍ

スヌーピーのつみき　60ピース（ひらがな）

PKG：W185×H40×D273ｍｍ

SNｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ(ｽﾇｰﾋﾟｰ&ｳｯﾄﾞｽﾄｯｸ)SN　ビッグウッドクリップ（ルーシー＆スヌーピー）



【品番】 SNB800OL 【品番】 SNC351SW 【品番】 SNC350SCB 【品番】 SNS483B
【JAN】 4961971402186 【JAN】 4961971402100 【JAN】 4961971401103 【JAN】 4961971402063
【価格】 税別：￥800 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥480

税込：￥880 税込：￥385 税込：￥385 税込：￥528
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 ＳＮＳ855RI 【品番】 SNC351OL 【品番】 SNC350SWS 【品番】 SNS481SW
【JAN】 4961971402148 【JAN】 4961971402117 【JAN】 4961971401110 【JAN】 4961971401837
【価格】 税別：￥850 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥480

税込：￥935 税込：￥385 税込：￥385 税込：￥528
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

【品番】 ＳＮＳ855HD 【品番】 SNC351WS 【品番】 SNC350SOL 【品番】 SNS481BS
【JAN】 4961971402131 【JAN】 4961971402124 【JAN】 4961971401127 【JAN】 4961971401844
【価格】 税別：￥850 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥480

税込：￥935 税込：￥385 税込：￥385 税込：￥528
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

【品番】 SNC351SH 【品番】 SNC350SA 【品番】 SNC350SBL 【品番】 SNS481JC
【JAN】 4961971402087 【JAN】 4961971401080 【JAN】 4961971401134 【JAN】 4961971401851
【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥480

税込：￥385 税込：￥385 税込：￥385 税込：￥528
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 SNC351SN 【品番】 SNC350SB 【品番】 SNS483A 【品番】 SNS481OL
【JAN】 4961971402094 【JAN】 4961971401097 【JAN】 4961971402056 【JAN】 4961971401868
【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥480

税込：￥385 税込：￥385 税込：￥528 税込：￥528
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※1個当たり

【品番】 SNA1501S 【品番】 SNO900B 【品番】 SNB1504 【品番】 SNT3500
【JAN】 4961971403480 【JAN】 4961971403435 【JAN】 4961971403312 【JAN】 4961971400885 
【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥900 【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥3,500

税込：￥1,650 税込：￥990 税込：￥1,650 税込：￥3,850
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

+ヘアゴム

【品番】 SNA1501B 【品番】 SNS1300S 【品番】 SNS900B 【品番】 SNS485SW
【JAN】 4961971403497 【JAN】 4961971403381 【JAN】 4961971402568 【JAN】 4961971402971 
【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥1,300 【価格】 税別：￥900 【価格】 税別：￥480

税込：￥1,650 税込：￥1,430 税込：￥990 税込：￥528
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

+ヘアゴム

【品番】 SNA1801SP 【品番】 SNS1300B 【品番】 SNS900A 【品番】 SNS485SF
【JAN】 4961971403442 【JAN】 4961971403398 【JAN】 4961971402551 【JAN】 4961971402988 
【価格】 税別：￥1,800 【価格】 税別：￥1,300 【価格】 税別：￥900 【価格】 税別：￥480

税込：￥1,980 税込：￥1,430 税込：￥990 税込：￥528
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

+金属パーツ

【品番】 SNA1801SE 【品番】 SNF1501 【品番】 SNT880S 【品番】 SNS485SB
【JAN】 4961971403459 【JAN】 4961971401073 【JAN】 4961971403008 【JAN】 4961971402995 
【価格】 税別：￥1,800 【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥880 【価格】 税別：￥480

税込：￥1,980 税込：￥1,650 税込：￥950 税込：￥528
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

+金属パーツ ※軽減税率対象

【品番】 SNA1801WE 【品番】 SNB1001 【品番】 SNT880W 【品番】 SNO1206
【JAN】 4961971403473 【JAN】 4961971400779 【JAN】 4961971403015 【JAN】 4961971402940 
【価格】 税別：￥1,800 【価格】 税別：￥1,000 【価格】 税別：￥880 【価格】 税別：￥1,200

税込：￥1,980 税込：￥1,100 税込：￥950 税込：￥1,320
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

+金属パーツ ※軽減税率対象

【品番】 SNO900S 【品番】 SNO900 【品番】 SNT880O 【品番】 SNO1681
【JAN】 4961971403428 【JAN】 4961971403329 【JAN】 4961971403022 【JAN】 4961971402926 
【価格】 税別：￥900 【価格】 税別：￥900 【価格】 税別：￥880 【価格】 税別：￥1,680

税込：￥990 税込：￥990 税込：￥950 税込：￥1,848
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※軽減税率対象

※1個当たり

ウッドピンチ5個入り

ウッドピンチ5個入り

オーナメントφ60×D3㎜

PKG：W72×H157×D10ｍｍ

本体：W66×H146×D76ｍｍ

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W74×H111×D5ｍｍ

SNﾀﾞｲｶｯﾄｺｰｽﾀｰ お座りスヌーピー

S/Nﾀﾞｲｶｯﾄｺｰｽﾀｰ ウッドストック

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W80×H97×D5ｍｍ

SN ウッドヘアゴム 缶ケース付き（スヌーピー）

PKG：W120×H235×D31ｍｍ

木パーツW37×H30×D6㎜

SN ウッドヘアゴム 缶ケース付き（ﾋﾞｰｸﾞﾙ･ｽｶｳﾄ）

PKG：W120×H235×D31ｍｍ

木パーツW31×H40×D6㎜

PKG：W120×H235×D31ｍｍ

SN ピアス 缶ケース付き（スヌーピー）

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W100×H79×D5ｍｍ

S/Nﾀﾞｲｶｯﾄｺｰｽﾀｰ スヌーピーB

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W110×H88×D5ｍｍ

SNﾀﾞｲｶｯﾄｺｰｽﾀｰ ウッドストックとお花

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W93×H93×D5ｍｍ

SN　ぷちぱこ　オラフ

SN　モバイルスタンド　雨

SN　モバイルスタンド　ハッピーダンス

SNﾀﾞｲｶｯﾄｺｰｽﾀｰ スヌーピーハウス

PKG：W88×H53×D88ｍｍ
本体：W82×H50×D82ｍｍ

PKG：W72×H157×D10ｍｍ

S/Nﾀﾞｲｶｯﾄｺｰｽﾀｰ スヌーピーA

SNﾀﾞｲｶｯﾄｺｰｽﾀｰ スヌーピー＆ウッドストック

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W81×H100×D5ｍｍ

SNﾀﾞｲｶｯﾄｺｰｽﾀｰ オラフとクッキー

木パーツW14×H11×D3㎜

SN ドアストッパー（SN&WS）

PKG：W90×H150×D20ｍｍ

本体：W50×H20×D86ｍｍ 本体：W90×H209×D3ｍｍ

PKG：W120×H105×D66ｍｍ

本体：W118×H96×D64ｍｍ

SN 黒板ドアサインセット（SN&WS）

PKG：W110×H266×D17ｍｍ

SN ウッドピンチセット缶ケース付き（ビーグルブラザーズ）

PKG：W126×H235×D31ｍｍ
缶φ83×45㎜　

S/N　ハウス型フレームP2

PKG：W120×H235×D31ｍｍ

木パーツW14×H12×D3㎜

SN イヤリング 缶ケース付き（スヌーピー）

PKG：W120×H235×D31ｍｍ

木パーツW14×H12×D3㎜

SN イヤリング 缶ケース付き（ウッドストック）

PKG：W150×H170×D30ｍｍ

本体：W48×H166×D18ｍｍ

S/N　ハウス型貯金箱

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W93×H96×D5ｍｍ

SN ドアストッパー（ビーグルブラザーズ）

PKG：W90×H150×D20ｍｍ

本体：W50×H20×D86ｍｍ

SN ウッドピンチセット缶ケース付き（SN&WS）

PKG：W126×H235×D31ｍｍ
缶φ83×45㎜　

本体：W66×H146×D76ｍｍ

本体：W108×H90×D5ｍｍ

SN マグネット３個セット（フェイス）

PKG：W135×H113×D8ｍｍ

本体：W176×H196×D11ｍｍ

SN マグネット3個セット（スヌーピー&ウッドストック）

PKG：W135×H117×D8ｍｍ

本体：約W40×H40×D8mm

SN マグネット3個セット（スヌーピー&ファーロン）

PKG：W135×H117×D8ｍｍ

本体：約W40×H40×D8mm

SN お茶とコースター プチ ウッドストック(煎茶 黄)

SN お茶とコースター プチ スヌーピー(ほうじ茶 白)

PKG：W128×H135×D33ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉3g×5袋

SN マグネット3個セット（スヌーピー&バニー）

※1個当たり

SN黒板マグネット(スヌーピー＆ブラザー)

PKG：W128×H135×D33ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉3g×5袋

SN お茶とコースター プチ オラフ(煎茶 青)

PKG：W128×H135×D33ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉3g×5袋

SN ハウス型カッティングボード

PKG：W195×H303×D15ｍｍ

本体：W174×H253×D15ｍｍ

PKG：W135×H117×D8ｍｍ

本体：約W４0×H40×D8ｍｍ

SN 鍋しき（スヌーピー&バニー）

PKG：W188×H233×D11ｍｍ

※1個当たり

スヌーピー 商品一覧

SN マグネット３個セット（トラベル）

SNメモスタンドスリム　　ビーグルスカウト

PKG：W80×H130×D28ｍｍ

本体：W31×H66×D28ｍｍ

SN　メモスタンドスリム　　スヌーピー＆ウッドストック

PKG：W135×H116×D8ｍｍ

本体：約W52×H60×D8ｍｍ

SNメモスタンドスリム　　オラフ

PKG：W80×H130×D28ｍｍ

本体：W31×H66×D28ｍｍ

SNメモスタンドスリム　　ジョークール

PKG：W80×H130×D28ｍｍ

本体：W31×H66×D28ｍｍ

本体：W94×H94×D5ｍｍ

S/Nﾀﾞｲｶｯﾄｺｰｽﾀｰ オラフ

本体：W100×H89×D5ｍｍ
PKG：W120×H155×D5ｍｍ

S/Nﾀﾞｲｶｯﾄｺｰｽﾀｰ チャーリーブラウン

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W93×H93×D5ｍｍ

S/Nﾀﾞｲｶｯﾄｺｰｽﾀｰ ベル

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

PKG：W452×H56×D330ｍｍ

本体：W440×H183×D297ｍｍ

Ｓ/Ｎダイカットミニテーブル　ホネ型

PKG：W80×H130×D28ｍｍ

本体：W31×H66×D28ｍｍ

PKG：W140×H190×D11ｍｍ

本体：W47×H47×D8ｍｍ

SN　黒板マグネット(スヌーピー)

PKG：W140×H184×D11ｍｍ

本体：W48×H48×D8ｍｍ
※1個当たり

本体：W38×H27×D8ｍｍ

SN 黒板引き出しボックス（SN&WS）

本体：W132×H109×D150ｍｍ

PKG：W140×H158×D117ｍｍ



【品番】 SNT1002SW 【品番】 SNT1002SB 【品番】 SNB1800B 【品番】 SNS484SW
【JAN】 4961971402865 【JAN】 4961971402896 【JAN】 4961971402667 【JAN】 4961971402209
【価格】 税別：￥1,000 【価格】 税別：￥1,000 【価格】 税別：￥1,800 【価格】 税別：￥480

税込：￥1,080 税込：￥1,080 税込：￥1,980 税込：￥528
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※軽減税率対象 ※軽減税率対象 ※組立時

【品番】 SNT1002SC 【品番】 SNB1502 【品番】 SNB1800A 【品番】 SNS484SF
【JAN】 4961971402872 【JAN】 4961971402674 【JAN】 4961971402650 【JAN】 4961971402193
【価格】 税別：￥1,000 【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥1,800 【価格】 税別：￥480

税込：￥1,080 税込：￥1,650 税込：￥1,980 税込：￥528
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※軽減税率対象 ※組立時 ※組立時

【品番】 SNT1002SL 【品番】 SNS781
【JAN】 4961971402889 【JAN】 4961971401820
【価格】 税別：￥1,000 【価格】 税別：￥780

税込：￥1,080 税込：￥858
【寸法】 【寸法】

※軽減税率対象

memo
© 2022 Peanuts Worldwide LLC    www.snoopy.co.jp

スヌーピー 商品一覧

SNﾏｸﾞﾈｯﾄ3個ｾｯﾄ(ｽｸｴｱ ｽﾇｰﾋﾟｰ&ｳｯﾄﾞｽﾄｯｸ)

PKG：W90×H160×D8ｍｍ
本体：W36×H36×D8ｍｍ

SN  マグネット３個セット（スクエア　フェイス）

PKG：W90×H160×D8ｍｍ
本体：W36×H36×D8ｍｍ

SN　組み立て木箱２段（スヌーピー＆ラビット）

PKG：W160×H265×D8ｍｍ

本体：W83×H92×D83ｍｍ

SN　組み立て木箱２段（スヌーピー＆ファーロン）

PKG：W160×H265×D8ｍｍPKG：W228×H368×D14ｍｍ

本体：W223×H330×D266ｍｍ

SNお茶とｺｰｽﾀｰのｾｯﾄ(スヌーピー&バニー）ほうじ茶

PKG：W85×H85×D52ｍｍ
缶Φ82×H45㎜ / 茶葉3g×10袋

SN簡単組立ｳｯﾄﾞﾌﾞｯｸﾗｯｸ(ｽﾇｰﾋﾟｰ&ﾁｬｰﾘｰﾌﾞﾗｳﾝ)

PKG：W126×H258×D15ｍｍ

本体：W88×H198×D13ｍｍ

本体：W83×H92×D83ｍｍ

SN　ミニバインダー　スヌーピー＆ウッドストック

PKG：W85×H85×D52ｍｍ
缶Φ82×H45㎜ / 茶葉3g×10袋

PKG：W85×H85×D52ｍｍ
缶Φ82×H45㎜ / 茶葉3g×10袋

PKG：W85×H85×D52ｍｍ
缶Φ82×H45㎜ / 茶葉3g×10袋

SNお茶とｺｰｽﾀｰのｾｯﾄ(スヌーピー&ウッドストック）煎茶

SNお茶とｺｰｽﾀｰのｾｯﾄ(スヌーピー&チャーリーブラウン）ほうじ茶

SNお茶とｺｰｽﾀｰのｾｯﾄ(スヌーピー&ルーシー）煎茶





【品番】  SG1800 【品番】 SG350SK 【品番】 SG486B 【品番】 SG351NK
【JAN】 4961971531145 【JAN】 4961971530100 【JAN】 4961971531046 【JAN】 4961971530568
【価格】 税別： ¥1,800 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥350

税込： ¥1,980 税込：￥385 税込：￥528 税込：￥385
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】  SG1353 【品番】 SG350NK 【品番】 SG382A 【品番】 SG351PG
【JAN】 4961971531152 【JAN】 4961971530117 【JAN】 4961971531053 【JAN】 4961971530575
【価格】 税別： ¥1,350 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥380 【価格】 税別：￥350

税込： ¥1,485 税込：￥385 税込：￥418 税込：￥385
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】  SG1203 【品番】 SG350PG 【品番】 SG382B 【品番】 SG351TK
【JAN】 4961971531169 【JAN】 4961971530124 【JAN】 4961971531060 【JAN】 4961971530582
【価格】 税別： ¥1,200 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥380 【価格】 税別：￥350

税込： ¥1,320 税込：￥385 税込：￥418 税込：￥385
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 SG4500 【品番】 SG350TK 【品番】 SG487 【品番】 SG351TG
【JAN】 4961971531107 【JAN】 4961971530131 【JAN】 4961971531077 【JAN】 4961971530599
【価格】 税別：￥4,500 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥350

税込：￥4,950 税込：￥385 税込：￥528 税込：￥385
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 SG485SK 【品番】 SG350TG 【品番】 SG488 【品番】 SG201SK
【JAN】 4961971530971 【JAN】 4961971530940 【JAN】 4961971531084 【JAN】 4961971530605
【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥200

税込：￥528 税込：￥385 税込：￥528 税込：￥220
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 SG485NK 【品番】 SG350TH 【品番】 SG1501 【品番】 SG201NK
【JAN】 4961971530988 【JAN】 4961971530957 【JAN】 4961971530810 【JAN】 4961971530612
【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥200

税込：￥528 税込：￥385 税込：￥1,650 税込：￥220
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 SG485PG 【品番】 SG350PH 【品番】 SG1352 【品番】 SG201PG
【JAN】 4961971530995 【JAN】 4961971530964 【JAN】 4961971530827 【JAN】 4961971530629
【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥1,350 【価格】 税別：￥200

税込：￥528 税込：￥385 税込：￥1,485 税込：￥220
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 SG485TK 【品番】 SG4801 【品番】 SG1400 【品番】 SG201TK
【JAN】 4961971531008 【JAN】 4961971531022 【JAN】 4961971530803 【JAN】 4961971530636
【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥4,800 【価格】 税別：￥1,400 【価格】 税別：￥200

税込：￥528 税込：￥5,280 税込：￥1,540 税込：￥220
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 SG485TG 【品番】 SG486A 【品番】 SG351SK 【品番】 SG201TG
【JAN】 4961971531015 【JAN】 4961971531039 【JAN】 4961971530551 【JAN】 4961971530643
【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥200

税込：￥528 税込：￥528 税込：￥385 税込：￥220
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

SG簡単組立リモコンボックス（いつものすみっコ）

SG スクエアコースター（ぺんぎん？）

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W84×H94×D5ｍｍ

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W84×H94×D5ｍｍ

PKG：W90×H145×D8ｍｍ
本体：約W65×H43×D8mm

PKG：W90×H145×D8ｍｍ
本体：約W55×H32×D8mm

SG/CPﾏｸﾞﾈｯﾄ2個ｾｯﾄ（すみっコキャンプA）

SG/CPﾏｸﾞﾈｯﾄ2個ｾｯﾄ（すみっコキャンプB）

SG/AG クリップ3個セット（あげっコ）

PKG：W120×H154×D5ｍｍ

本体：W92×H92×D5ｍｍ

PKG：W120×H154×D5ｍｍ

本体：W92×H92×D5ｍｍ

SG スクエアコースター（とかげ）

SG スクエアコースター（とんかつ）

PKG：W130×H130×D20ｍｍ

本体：W47×H64×D20mm
PKG：W120×H154×D5ｍｍ

SGカッティングボードロング（いつものすみっコ） 

PKG：W167×H398×D15ｍｍ

本体：W145×H352×D15mm

SG 鍋しき(いつものすみっコ) 

PKG：W188×H233×D11ｍｍ

SG ダイカットコースター（ねこ）

本体：W84×H94×D5ｍｍ

SG ダイカットコースター（ぺんぎん？）

SG ダイカットコースター（とんかつ）

本体：W176×H196×D11mm

SG ミニテーブル（すみっコぐらし おべんきょう）

SG ダイカットメモスタンド　とんかつ

本体：W43×H47×D24ｍｍ

SG ダイカットメモスタンド　とかげ

PKG：W80×H110×D24ｍｍ

PKG：W80×H110×D24ｍｍ

PKG：W80×H110×D24ｍｍ
本体：W43×H47×D24ｍｍ

本体：W43×H47×D24ｍｍ

SG ダイカットメモスタンド　ぺんぎん？

本体：W43×H47×D24ｍｍ

PKG：W80×H110×D24ｍｍ

PKG：W80×H110×D24ｍｍ

SG スクエアウッドマグネット（ぺんぎん？）

本体：W445×H188×D295ｍｍ

SG キッチンペーパーホルダー(おかいもの)

PKG：W360×H54×D360ｍｍ

本体：W350×H183×D350ｍｍ

SG ダイカットメモスタンド　しろくま

本体：W43×H47×D24ｍｍ

SG ダイカットメモスタンド　ねこ

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W84×H94×D5ｍｍ

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W84×H94×D5ｍｍ

PKG：W452×H56×D330ｍｍ

本体：W84×H94×D5ｍｍ
PKG：W120×H155×D5ｍｍ

SG ダイカットコースター　とかげ

SG ダイカットコースター　とかげ（本物）

SG ダイカットコースター　ぺんぎん(本物)

SG/CP ミニテーブル（すみっコキャンプ）

PKG：W70×H110×D8ｍｍ

※1個当たり

本体：W220×H160×D136ｍｍ

PKG：W90×H163×D8ｍｍ
本体：約W44×H38×Ｄ8ｍｍ

※1個当たり

SG スクエアウッドマグネット（しろくま）SG/AG マグネット3個セット（あげっコ）

PKG：W190×H278×D22ｍｍ

SG簡単組立ふた付収納ﾎﾞｯｸｽ（いつものすみっコ）

※一番大きいもの1個当たり

SG スクエアウッドマグネット（ねこ）

PKG：W70×H110×D8ｍｍ
本体：W48×H48×D8ｍｍ

PKG：W90×H142×D15ｍｍ
本体：約W37×H34×D15ｍｍ

PKG：W170×H245×D21ｍｍ

本体：W198×H144×D118ｍｍ

PKG：W120×H154×D5ｍｍ

本体：W92×H92×D5ｍｍ

SG スクエアウッドマグネット（とんかつ）

PKG：W70×H110×D8ｍｍ
本体：W48×H48×D8ｍｍ

SG スクエアウッドマグネット（とかげ）SG スクエアコースター（しろくま）

PKG：W70×H110×D8ｍｍ
本体：W48×H48×D8ｍｍ

PKG：W70×H110×D8ｍｍ
本体：W48×H48×D8ｍｍ

PKG：W170×H335×D21ｍｍ

本体：W120×H292×D129ｍｍ

SG/CPｸﾘｯﾌﾟ3個ｾｯﾄ（すみっコキャンプA）

※1個当たり

※1個当たり

※1個当たり

SG ウッドトレー(いつものすみっコ) SG ダイカットコースター（しろくま） SG/CPｸﾘｯﾌﾟ3個ｾｯﾄ（すみっコキャンプB） SG スクエアコースター（ねこ）

PKG：W310×H48×D234ｍｍ PKG：W120×H155×D5ｍｍ PKG：W90×H142×D15ｍｍ PKG：W120×H154×D5ｍｍ
本体：W304×H45×D230mm 本体：W84×H94×D5ｍｍ 本体：約W37×H34×D15ｍｍ 本体：W92×H92×D5ｍｍ

本体：W48×H48×D8ｍｍ

本体：W92×H92×D5ｍｍ

すみっコぐらし 商品一覧



【品番】 SG2000 【品番】 SG400NK 【品番】 SG200SK 【品番】 SG200TK
【JAN】 4961971530445 【JAN】 4961971530230 【JAN】 4961971530278 【JAN】 4961971530308
【価格】 税別：￥2,000 【価格】 税別：￥400 【価格】 税別：￥200 【価格】 税別：￥200

税込：￥2,200 税込：￥440 税込：￥220 税込：￥220
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※木箱サイズ

【品番】 SG1202 【品番】 SG400PG 【品番】 SG200NK 【品番】 SG200TG
【JAN】 4961971530452 【JAN】 4961971530247 【JAN】 4961971530285 【JAN】 4961971530315
【価格】 税別：￥1,200 【価格】 税別：￥400 【価格】 税別：￥200 【価格】 税別：￥200

税込：￥1,320 税込：￥440 税込：￥220 税込：￥220
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※木箱サイズ

【品番】 SG400SK 【品番】 SG400TK 【品番】 SG200PG 【品番】 SG2200
【JAN】 4961971530223 【JAN】 4961971530254 【JAN】 4961971530292 【JAN】 4961971531114
【価格】 税別：￥400 【価格】 税別：￥400 【価格】 税別：￥200 【価格】 税別：￥2,200

税込：￥440 税込：￥440 税込：￥220 税込：￥2,420
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 SG1250A 【品番】 SGT1500B 【品番】 SG484B 【品番】 SG1200
【JAN】 4961971530766 【JAN】 4961971530667 【JAN】 4961971530759 【JAN】 4961971530049
【価格】 税別：￥1,250 【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥1,200

税込：￥1,375 税込：￥1,620 税込：￥528 税込：￥1,320
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※軽減税率対象

【品番】 SG1250B 【品番】 SGT880A 【品番】 SG680 【品番】 SG1351
【JAN】 4961971530773 【JAN】 4961971530674 【JAN】 4961971530384 【JAN】 4961971530032
【価格】 税別：￥1,250 【価格】 税別：￥880 【価格】 税別：￥680 【価格】 税別：￥1,350

税込：￥1,375 税込：￥950 税込：￥748 税込：￥1,485
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※軽減税率対象

【品番】 SG1250C 【品番】 SGT880B 【品番】 SG481B 【品番】 SG482A
【JAN】 4961971530780 【JAN】 4961971530681 【JAN】 4961971530421 【JAN】 4961971530469
【価格】 税別：￥1,250 【価格】 税別：￥880 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥480

税込：￥1,375 税込：￥950 税込：￥528 税込：￥528
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※軽減税率対象

【品番】 SGT1500A 【品番】 SG484A 【品番】 SG481C 【品番】 SG482B
【JAN】 4961971530650 【JAN】 4961971530742 【JAN】 4961971530438 【JAN】 4961971530476
【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥480

税込：￥1,620 税込：￥528 税込：￥528 税込：￥528
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※軽減税率対象
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memo

すみっコぐらし 商品一覧

PKG：W125×H134×D72ｍｍ

ｽﾌﾟﾗｳﾄ栽培ｷｯﾄ(すみっコぐらし マスタード) SG/IFお茶とｺｰｽﾀｰﾌﾟﾁ　B（ほうじ茶 ピンク） SGﾒﾓｽﾀﾝﾄﾞｽﾘﾑ（すみっコのおべんきょう） SG クリップ3個セット（すみっコとうみっコA）

※組立時 ※1個当たり

※1個当たり

※組立時 ※1個当たり

本体：W123×H132×D67ｍｍ

SG　ハーブ栽培キット　ミニポット

PKG：W74×H108×D76ｍｍ

本体：W71×H74×D56ｍｍ

SG 木のしおり（しろくま）

PKG：W80×H160×D4ｍｍ
本体：W40×H118×D2ｍｍ

ｽﾌﾟﾗｳﾄ栽培ｷｯﾄ(すみっコぐらし かいわれ大根) SG バタフライピー ティーセット（フラワーB 青）

PKG：W111×H225×D30ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉4g / 飴3個

SG/IFお茶とｺｰｽﾀｰﾌﾟﾁ　A（煎茶 白）

PKG：W128×H135×D33ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉3g×5袋

SG/IF メモスタンドスリム（パフェ）

PKG：W80×H130×D28ｍｍ

PKG：W160×H228×D30ｍｍ

本体：W127×H70×D98ｍｍ

ｽﾌﾟﾗｳﾄ栽培ｷｯﾄ(すみっコぐらし ブロッコリー)

PKG：W160×H228×D30ｍｍ

本体：W127×H62×D98ｍｍ

※組立時

PKG：W160×H228×D30ｍｍ

本体：W127×H47×D98ｍｍ

本体：W40×H118×D2ｍｍ

SG 引き出しﾎﾞｯｸｽ 横型ﾜｲﾄﾞ（すみっコぐらし おべんきょう）

PKG：W205×H79×D155ｍｍ

SG　ウッドマグネット（とんかつ）

PKG：W75×H103×D8ｍｍ
本体：W50×H37×D8ｍｍ

SG　ウッドマグネット（とかげ）

SG　ハーブ栽培キット　ミニラティス

PKG：W75×H103×D8ｍｍ
本体：W33×H51×D8ｍｍ本体：W36×H38×D8ｍｍ

SG　ウッドマグネット（ぺんぎん？）

PKG：W75×H103×D8ｍｍ
本体：W36×H38×D8ｍｍ

SG　ウッドマグネット（しろくま）

PKG：W75×H103×D8ｍｍ
本体：W36×H38×D8ｍｍ

SG　ウッドマグネット（ねこ）

PKG：W75×H103×D8ｍｍ
本体：W40×H118×D2ｍｍ

SG 木のしおり（とんかつ）

PKG：W80×H160×D4ｍｍ
本体：W198×H72×D148ｍｍ

SG 木のしおり（ねこ）

PKG：W80×H160×D4ｍｍ
本体：W40×H118×D2ｍｍ

SG 木のしおり（ぺんぎん？）

PKG：W80×H160×D4ｍｍ

SG 鍋しき

PKG：W190×H247×D11ｍｍ

本体：W175×H202×D11ｍｍ

SG カッティングボード

SG メモスタンドスリム(すみっコーデ)

本体：約W45×H43×D8ｍｍ

PKG：W80×H130×D28ｍｍ

本体：W31×H66×D28ｍｍ

SG クリップ3個セット（すみっコとうみっコB）

本体：W31×H66×D28ｍｍ

SGﾏｸﾞﾈｯﾄ4個ｾｯﾄ（すみっコのおべんきょう）

PKG：W120×H153×D8ｍｍ

SG/IF メモスタンドスリム（いちご）

PKG：W80×H130×D28ｍｍ

本体：約W33×H39×D15mm

PKG：W130×H130×D15ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉4g / 飴3個

PKG：W111×H225×D30ｍｍ

本体：W31×H66×D28ｍｍ

PKG：W196×H330×D15ｍｍ

本体：W175×H292×D15ｍｍ

PKG：W130×H130×D15ｍｍ

本体：約W33×H37×D15mm

PKG：W80×H130×D28ｍｍ

本体：W31×H66×D28ｍｍ

PKG：W128×H135×D33ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉3g×5袋

SG バタフライピー ティーセット（フラワーA 白）





【品番】 RK4801 【品番】 RK4500 【品番】 RK1250C 【品番】 RK900
【JAN】 4961971501933 【JAN】 4961971501902 【JAN】 4961971501735 【JAN】 4961971501407 
【価格】 税別：4,800 【価格】 税別：￥4,500 【価格】 税別：￥1,250 【価格】 税別：￥900

税込：¥5,280 税込：￥4,950 税込：￥1,375 税込：￥990
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

【品番】 RK600A 【品番】 RK2201 【品番】 RK353R 【品番】 RK781
【JAN】 4961971501940 【JAN】 4961971501919 【JAN】 4961971501452 【JAN】 4961971501391 
【価格】 税別：600 【価格】 税別：￥2,200 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥780

税込：¥660 税込：￥2,420 税込：￥385 税込：￥858
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 RK600B 【品番】 RK582A 【品番】 RK353K 【品番】 RK1005
【JAN】 4961971501957 【JAN】 4961971501872 【JAN】 4961971501469 【JAN】 4961971501384 
【価格】 税別：600 【価格】 税別：￥580 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥1,000

税込：¥660 税込：￥638 税込：￥385 税込：￥1,100
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

【品番】 RK600C 【品番】 RK582B 【品番】 RK353T 【品番】 RK1352
【JAN】 4961971501964 【JAN】 4961971501889 【JAN】 4961971501476 【JAN】 4961971501377 
【価格】 税別：600 【価格】 税別：￥580 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥1,350

税込：¥660 税込：￥638 税込：￥385 税込：￥1,485
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

【品番】 RK600D 【品番】 RK582C 【品番】 RK353C 【品番】 RK1402
【JAN】 4961971501971 【JAN】 4961971501896 【JAN】 4961971501483 【JAN】 4961971501360 
【価格】 税別：600 【価格】 税別：￥580 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥1,400

税込：¥660 税込：￥638 税込：￥385 税込：￥1,540
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 RK356A 【品番】 RK1504 【品番】 RK486R 【品番】 RK2001A
【JAN】 4961971501988 【JAN】 4961971501742 【JAN】 4961971501414 【JAN】 4961971501322 
【価格】 税別：350 【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥2,000

税込：¥385 税込：￥1,650 税込：￥528 税込：￥2,200
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時 ※木箱サイズ

【品番】 RK356B 【品番】 RK1357 【品番】 RK486K 【品番】 RK2001B
【JAN】 4961971501995 【JAN】 4961971501759 【JAN】 4961971501421 【JAN】 4961971501339 
【価格】 税別：350 【価格】 税別：￥1,350 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥2,000

税込：¥385 税込：￥1,485 税込：￥528 税込：￥2,200
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※木箱サイズ

【品番】 RK356C 【品番】 RK1250A 【品番】 RK486T 【品番】 RK1208A
【JAN】 4961971502008 【JAN】 4961971501711 【JAN】 4961971501438 【JAN】 4961971501346 
【価格】 税別：350 【価格】 税別：￥1,250 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥1,200

税込：¥385 税込：￥1,375 税込：￥528 税込：￥1,320
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時 ※木箱サイズ

【品番】 RK356D 【品番】 RK1250B 【品番】 RK486C 【品番】 RK1208B
【JAN】 4961971502015 【JAN】 4961971501728 【JAN】 4961971501445 【JAN】 4961971501353 
【価格】 税別：350 【価格】 税別：￥1,250 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥1,200

税込：¥385 税込：￥1,375 税込：￥528 税込：￥1,320
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時 ※木箱サイズ

RK ミニテーブル(ブルーフラワー) ｽﾌﾟﾗｳﾄ栽培ｷｯﾄ(ﾘﾗｯｸﾏ マスタード) RK/F2　黒板マグネット (リラックマフェイス)

PKG：W360×H54×D360ｍｍ PKG：W160×H230×D29ｍｍ PKG：W140×H190×D8ｍｍ
本体：W350×H183×D350ｍｍ 本体：W128×H56×D98ｍｍ 本体：W47×H47×D8ｍｍ

PKG：W160×H230×D29ｍｍ

本体：W128×H68×D98ｍｍ

PKG：W80×H110×D24ｍｍ
本体：W47×H47×D24ｍｍ

PKG：W80×H110×D24ｍｍ
本体：W47×H47×D24ｍｍ

RK　ハーブ栽培キット　ミニポット　子うさぎ

PKG：W125×H134×D72ｍｍ

本体：W123×H132×D67ｍｍ

RKﾊｰﾌﾞ栽培ｷｯﾄﾐﾆﾎﾟｯﾄ ﾁｬｲﾛｲｺｸﾞﾏRK/F2　メモスタンド (チャイロイコグマフェイス)

PKG：W74×H108×D76ｍｍ
本体：W71×H74×D56ｍｍ

PKG：W74×H108×D76ｍｍ
本体：W71×H74×D56ｍｍ

PKG：W80×H110×D24ｍｍ
本体：W47×H47×D24ｍｍ

本体：W65×H65×D23ｍｍ

RK/RW　コルクコースター（リラノワ）

本体：W93×H93×D5ｍｍ
PKG：W125×H134×D72ｍｍ

本体：W123×H132×D67ｍｍ

PKG：W165×H330×D21ｍｍ

本体：W47×H47×D24ｍｍ

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W92×H92×D5ｍｍ

RK/F2　キッチンペーパーホルダー (リラックマフェイス)RK/F2　コルクコースター (チャイロイコグマフェイス)

PKG：W80×H110×D24ｍｍ

RK/F2　メモスタンド (リラックマフェイス) RK　ハーブ栽培キット　ミニラティス　子うさぎ

RK ダイカットメモスタンド　C（釣り）

RK簡単組立ふた付収納ﾎﾞｯｸｽ(ﾊﾟｼﾞｬﾏﾊﾟｰﾃｨ)

PKG：W100×H135×D26ｍｍ

本体：W113×H292×D113ｍｍ

RK引き出しﾎﾞｯｸｽ 横型ﾜｲﾄﾞ(ブルーフラワー )

本体：W198×H72×D148ｍｍ

RK ダイカットメモスタンド　A（なかよし）

RK ダイカットメモスタンド　B（ドーナツ）

本体：W92×H92×D5ｍｍ
PKG：W178×H248×D21ｍｍ

RK/F2簡単組立 ｶﾄﾗﾘｰｹｰｽ (ﾘﾗｯｸﾏﾌｪｲｽ)

PKG：W120×H155×D5ｍｍ
本体：W148×H128×D160ｍｍ

RK簡単組立ﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｽ(ﾊｯﾋﾟｰﾗｲﾌ)

ｽﾌﾟﾗｳﾄ栽培ｷｯﾄ(ﾘﾗｯｸﾏかいわれ大根)

ｽﾌﾟﾗｳﾄ栽培ｷｯﾄ(ﾘﾗｯｸﾏ ブロッコリー)

PKG：W190×H278×D22ｍｍ

本体：W220×H160×D136ｍｍ

PKG：W170×H245×D21ｍｍ

本体：W198×H138×D118ｍｍ

PKG：W160×H230×D29ｍｍ

本体：W63×H60×D26ｍｍ

RK/F2　メモスタンド (コリラックマフェイス) RK　ハーブ栽培キット　ミニラティス　チャイロイコグマ

本体：W128×H52×D98ｍｍ

RK/F2　メモスタンド (キイロイトリフェイス)

RK/F2　ミニバインダー (リラックマフェイス)

PKG：W205×H79×D155ｍｍ

PKG：W100×H135×D26ｍｍ

本体：W61×H63×D26ｍｍ

PKG：W100×H135×D26ｍｍ

本体：W57×H61×D26ｍｍ

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W92×H92×D5ｍｍ

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W92×H92×D5ｍｍ

RK/F2　コルクコースター (リラックマフェイス)

RK/F2　コルクコースター (コリラックマフェイス)

RK/F2　コルクコースター (キイロイトリフェイス)

PKG：W126×H258×D15ｍｍ

本体：W88×H198×D13ｍｍ

PKG：W159×H303×D8ｍｍ
本体：W256×H50×D90ｍｍ

RK/F2簡単組立ﾎﾞｯｸｽﾃｨｯｼｭﾗｯｸ (ﾘﾗｯｸﾏﾌｪｲｽ)

※リラノワ認定店舗様限定

※リラノワ認定店舗様限定

※リラノワ認定店舗様限定

※リラノワ認定店舗様限定

※リラノワ認定店舗様限定

※リラノワ認定店舗様限定

※リラノワ認定店舗様限定

RKダイカットミニテーブル(ﾘﾗｯｸﾏﾌｪｲｽP2)

PKG：W388×H54×D300ｍｍ

本体：W369×H185×D294ｍｍ

本体：W65×H65×D23ｍｍ

RK/RW　ビッグウッドクリップ（おすわり）

PKG：W120×H135×D23ｍｍ

本体：W65×H65×D23ｍｍ

RK/RW　ビッグウッドクリップ（フラワー）

PKG：W120×H135×D23ｍｍ

RK/RW　コルクコースター（リモート）

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

RK/RW　ビッグウッドクリップ（リラノワ）

PKG：W120×H135×D23ｍｍ

本体：W65×H65×D23ｍｍ

RK/RW　ビッグウッドクリップ（ドリンク）

PKG：W120×H135×D23ｍｍ

※リラノワ認定店舗様限定

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W93×H93×D5ｍｍ

RK/RW　コルクコースター（マグカップ）

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W93×H93×D5ｍｍ

RK/RW　コルクコースター（水玉パターン）

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W93×H93×D5ｍｍ

リラックマ 商品一覧



【品番】 RK4800 【品番】 RK801T 【品番】 RK350A 【品番】 RK1801
【JAN】 4961971501254 【JAN】 4961971501063 【JAN】 4961971500059 【JAN】 4961971500684 
【価格】 税別：￥4,800 【価格】 税別：￥800 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥1,800

税込：￥5,280 税込：￥880 税込：￥385 税込：￥1,980
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※取っ手含む

【品番】 RK580R 【品番】 RK1680 【品番】 RK350B 【品番】 RK400FC
【JAN】 4961971501155 【JAN】 4961971500691 【JAN】 4961971500066 【JAN】 4961971500523 
【価格】 税別：￥580 【価格】 税別：￥1,680 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥400

税込：￥638 税込：￥1,848 税込：￥385 税込：￥440
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

【品番】 RK580G 【品番】 RK1681 【品番】 RK350C 【品番】 RK400SP
【JAN】 4961971501162 【JAN】 4961971500981 【JAN】 4961971500073 【JAN】 4961971500530 
【価格】 税別：￥580 【価格】 税別：￥1,680 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥400

税込：￥638 税込：￥1,848 税込：￥385 税込：￥440
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

【品番】 RK801R 【品番】 RK483 【品番】 RK351K 【品番】 RK400KR
【JAN】 4961971501049 【JAN】 4961971500905 【JAN】 4961971500165 【JAN】 4961971500547 
【価格】 税別：￥800 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥400

税込：￥880 税込：￥528 税込：￥385 税込：￥440
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※1個当たり

【品番】 RK801K 【品番】 RK482 【品番】 RK351T
【JAN】 4961971501056 【JAN】 4961971500899 【JAN】 4961971500172 
【価格】 税別：￥800 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥350

税込：￥880 税込：￥528 税込：￥385
【寸法】 【寸法】 【寸法】

※1個当たり

【品番】 RK484A 【品番】 RKT1500A 【品番】 RK487IR 【品番】 RK880P
【JAN】 4961971500912 【JAN】 4961971501599 【JAN】 4961971501681 【JAN】 4961971501513 
【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥880

税込：￥528 税込：￥1,620 税込：￥528 税込：￥950
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※軽減税率対象 ※軽減税率対象

【品番】 RK484B 【品番】 RKT1500B 【品番】 RK487IK 【品番】 RK880W
【JAN】 4961971500929 【JAN】 4961971501605 【JAN】 4961971501698 【JAN】 4961971501520 
【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥1,500 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥880

税込：￥528 税込：￥1,620 税込：￥528 税込：￥950
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※軽減税率対象 ※軽減税率対象

【品番】 RK484C 【品番】 RK1803R 【品番】 RK381IC 【品番】 RK880B
【JAN】 4961971500936 【JAN】 4961971501292 【JAN】 4961971501674 【JAN】 4961971501537 
【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥1,800 【価格】 税別：￥380 【価格】 税別：￥880

税込：￥528 税込：￥1,980 税込：￥418 税込：￥950
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時 ※1個当たり ※軽減税率対象

【品番】 RK250A 【品番】 RK1803K 【品番】 RK1001A 【品番】 RK1355
【JAN】 4961971500752 【JAN】 4961971501308 【JAN】 4961971501278 【JAN】 4961971501223 
【価格】 税別：￥250 【価格】 税別：￥1,800 【価格】 税別：￥1,000 【価格】 税別：￥1,350

税込：￥275 税込：￥1,980 税込：￥1,100 税込：￥1,485
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

【品番】 RK250B 【品番】 RK1803T 【品番】 RK1001B 【品番】 RK354FC
【JAN】 4961971500769 【JAN】 4961971501315 【JAN】 4961971501285 【JAN】 4961971501667 
【価格】 税別：￥250 【価格】 税別：￥1,800 【価格】 税別：￥1,000 【価格】 税別：￥350

税込：￥275 税込：￥1,980 税込：￥1,100 税込：￥385
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時

memo
© 2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

RK 収納箱

PKG：W233×H178×D178ｍｍ

本体：W229×H171×D170ｍｍ

RK/CSｵｰﾅﾒﾝﾄ付ｺｰｽﾀｰ(ﾘﾗｯｸﾏｶｼﾞｭｱﾙ ﾚｯﾄﾞ)

PKG：W128×H180×D10ｍｍ

PKG：W128×H180×D10ｍｍ

本体：W95×H46×D95ｍｍ

PKG：W200×H289×D15ｍｍ

本体：W250×H165×D15ｍｍ

RK/Sﾒﾓｽﾀﾝﾄﾞｽﾘﾑ(ｺﾘﾗｯｸﾏとﾏｶﾛﾝ)

PKG：W80×H130×D28ｍｍ

RK/S　メモスタンドスリム（スケッチアート）

PKG：W80×H130×D28ｍｍ
本体：W31×H66×D28ｍｍ

RK/S　メモスタンドスリム（水彩アート）

PKG：W80×H130×D28ｍｍ
本体：W31×H66×D28ｍｍ

本体：W82×H50×D82ｍｍ
PKG：W88×H53×D88ｍｍ

RK　ぷちぱこ（コリラックマ）

PKG：W88×H53×D88ｍｍ
本体：W82×H50×D82ｍｍ

本体：W95×H48×D95ｍｍ

RK/CSｵｰﾅﾒﾝﾄ付ｺｰｽﾀｰ(ﾘﾗｯｸﾏｶｼﾞｭｱﾙ ｸﾞﾘｰﾝ)

RK　ぷちぱこ（リラックマ）

RK/IC ﾒﾓｽﾀﾝﾄﾞｽﾘﾑ(ｱｲｽｸﾘｰﾑ/ｺﾘﾗｯｸﾏ)

PKG：W80×H130×D28ｍｍ
本体：W31×H66×D28ｍｍ

RK/ICクリップ2個セット（アイスクリーム）

RK/IC ﾒﾓｽﾀﾝﾄﾞｽﾘﾑ(ｱｲｽｸﾘｰﾑ/ﾘﾗｯｸﾏ)

PKG：W80×H130×D28ｍｍ

PKG：W100×H126×D15ｍｍ

RKお茶とコースタープチ フラワー（ほうじ茶ホワイト）

PKG：W128×H135×D33ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉3g×5袋

RKお茶とコースタープチ 星降る夜（煎茶ﾌﾞﾙｰ）

PKG：W128×H135×D33ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉3g×5袋

PKG：W128×H135×D33ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉3g×5袋

PKG：W165×H330×D21ｍｍ

本体：W113×H292×D113ｍｍ

RK　組み立て木箱2段（コリラックマ）

PKG：W160×H265×D8ｍｍ
本体：W83×H111×D83ｍｍ

本体：W83×H111×D83ｍｍ

RK　クローゼットフック　ダブル　（リラックマ）

本体：W31×H66×D28ｍｍ

RKお茶とコースタープチ スクーター（ほうじ茶ピンク）

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W93×H93×D5ｍｍ

RK　組み立て木箱2段（キイロイトリ）

PKG：W160×H265×D8ｍｍ
本体：W83×H108×D83ｍｍ

RK　組み立て木箱2段（リラックマ）

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉4g / 飴3個

PKG：W111×H225×D30ｍｍ

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾟｰﾃｨｰｾｯﾄ（ｺﾘﾗｯｸﾏ&ﾁｬｲﾛｲｺｸﾞﾏ白）

PKG：W111×H225×D30ｍｍ

缶Φ74×H29㎜ / 茶葉4g / 飴3個

バタフライピーティーセット(フラワー 黄)

本体：約W34×H51×D15㎜

PKG：W108×H285×D6ｍｍ
本体：W78×H233×D5.5ｍｍ

RK/CS キッチンペーパーホルダー(リラックマカジュアル)

本体：W31×H66×D28ｍｍ

RK/FC コルクコースターA(コーヒーカップ)

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W93×H93×D5ｍｍ

RK/FC コルクコースターB（コーヒーミル）

RKﾀﾞｲｶｯﾄｶｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｷｲﾛｲﾄﾘ)

RK　ダイカットコースター（コリラックマ）

PKG：W130×H144×D5ｍｍ
本体：W115×H77×D5ｍｍ

RK　ダイカットコースター（キイロイトリ）

PKG：W130×H144×D5ｍｍ
本体：W101×H90×D5ｍｍ

RK/H　マグネットセット（はちみつ）

PKG：W133×H142×D15ｍｍ

本体：約W31×H41×D15mm

RK/H　クリップセット（はちみつ）

PKG：W134×H118×D8ｍｍ
本体：約W39×H44×D8mm

RK/FMコルクコースター（フルーツ/チェリー）

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W93×H93×D5ｍｍ

RK　クローゼットフック　トリプル　（リラックマ）

PKG：W108×H285×D6ｍｍ
本体：W78×H236×D5.5ｍｍ

本体：W115×H77×D5ｍｍ

ＲＫダイカットコースター(ﾘﾗｯｸﾏﾌｪｲｽB)

PKG：W130×H144×D5ｍｍ
本体：W115×H77×D5ｍｍ

ＲＫダイカットコースター(ﾘﾗｯｸﾏﾌｪｲｽＣ)

PKG：W130×H144×D5ｍｍ
本体：W115×H77×D5ｍｍ

PKG：W160×H265×D8ｍｍ

PKG：W240×H235×D15ｍｍ

リラックマ 商品一覧

RK/FC ウッドトレー

PKG：W80×H160×D4ｍｍ
本体：W40×H118×D2ｍｍ

RK　ブックマーク （リラックマファクトリー）

PKG：W310×H48×D234ｍｍ

本体：W304×H45×D230ｍｍ

PKG：W80×H160×D4ｍｍ
本体：W40×H118×D2ｍｍ

RK　ブックマーク （かくれんぼ）

RK　ブックマーク （シンプル）

PKG：W80×H160×D4ｍｍ
本体：W40×H118×D2ｍｍ

RK カッティングボード（フェイス）

本体：W82×H50×D82ｍｍ
PKG：W88×H53×D88ｍｍ

RK　ぷちぱこ（キイロイトリ） ＲＫダイカットコースター(ﾘﾗｯｸﾏﾌｪｲｽＡ)

PKG：W130×H144×D5ｍｍ

本体：W208×H194×D15ｍｍ



【品番】 KB1250 【品番】 KB551I 【品番】 KB680B 【品番】 KB1205
【JAN】 4961971105445 【JAN】 4961971105353 【JAN】 4961971105223 【JAN】 4961971100921 
【価格】 税別：￥1,250 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥680 【価格】 税別：￥1,200

税込：￥1,375 税込：￥605 税込：￥748 税込：￥1,320
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※組立時 ※アクリルパーツのサイズ

【品番】 KB551Ａ 【品番】 KB551J 【品番】 KB680C 【品番】 KB3500
【JAN】 4961971105278 【JAN】 4961971105360 【JAN】 4961971105230 【JAN】 4961971101430 
【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥680 【価格】 税別：￥3,500

税込：￥605 税込：￥605 税込：￥748 税込：￥3,850
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※アクリルパーツのサイズ

【品番】 KB551B 【品番】 KB551K 【品番】 KB680D 【品番】 KB850D
【JAN】 4961971105285 【JAN】 4961971105377 【JAN】 4961971105247 【JAN】 4961971101553 
【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥680 【価格】 税別：￥850

税込：￥605 税込：￥605 税込：￥748 税込：￥935
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※アクリルパーツのサイズ

【品番】 KB551C 【品番】 KB551L 【品番】 KB483A 【品番】 KB380KB
【JAN】 4961971105292 【JAN】 4961971105384 【JAN】 4961971105087 【JAN】 4961971100846 
【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥380

税込：￥605 税込：￥605 税込：￥528 税込：￥418
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 KB551D 【品番】 KB551M 【品番】 KB483B 【品番】 KB380WT
【JAN】 4961971105308 【JAN】 4961971105391 【JAN】 4961971105094 【JAN】 4961971100853 
【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥480 【価格】 税別：￥380

税込：￥605 税込：￥605 税込：￥528 税込：￥418
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 KB551E 【品番】 KB551N 【品番】 KB351ＫＢ 【品番】 KB380RG
【JAN】 4961971105315 【JAN】 4961971105407 【JAN】 4961971101621 【JAN】 4961971100860 
【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥380

税込：￥605 税込：￥605 税込：￥385 税込：￥418
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 KB551F 【品番】 KB2000 【品番】 KB351ＷＴ 【品番】 KB380KJ
【JAN】 4961971105322 【JAN】 4961971105254 【JAN】 4961971101638 【JAN】 4961971100877 
【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥2,000 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥380

税込：￥605 税込：￥2,200 税込：￥385 税込：￥418
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※木箱サイズ

【品番】 KB551G 【品番】 KB1204 【品番】 KB351ＲＧ 【品番】 KB380BG
【JAN】 4961971105339 【JAN】 4961971105261 【JAN】 4961971101645 【JAN】 4961971100884 
【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥1,200 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥380

税込：￥605 税込：￥1,320 税込：￥385 税込：￥418
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※木箱サイズ

【品番】 KB551H 【品番】 KB680A 【品番】 KB1351 【品番】 KB38０ＡＩ
【JAN】 4961971105346 【JAN】 4961971105216 【JAN】 4961971100914 【JAN】 4961971100891 
【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥680 【価格】 税別：￥1,350 【価格】 税別：￥380

税込：￥605 税込：￥748 税込：￥1,485 税込：￥418
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

※アクリルパーツのサイズ

ｽﾌﾟﾗｳﾄ栽培ｷｯﾄ(ｶﾋﾟﾊﾞﾗさん かいわれ大根） KB/O スタンプ20ｘ45 ありがとう KB/FRｱｸﾘﾙ&ｳｯﾄﾞﾁｬｰﾑ（レモン） K/B　鍋しき(草原)

PKG：W160×H228×D30ｍｍ 本体：W20×H22×D45ｍｍ PKG：W80×H120×D7ｍｍ PKG：W185×H240×D14ｍｍ

本体：W127×H61×D98ｍｍ 本体：W68×H52×D3ｍｍ 本体：W175×H202×D13ｍｍ

本体：W36×H23×D8ｍｍ

本体：W36×H23×D8ｍｍ

PKG：W80×H120×D7ｍｍ
本体：W44×H67×D3ｍｍ

PKG：W120×H150×D5ｍｍ
本体：W107×H78×D5ｍｍ

PKG：W200×H265×D35ｍｍ

本体：W120×H292×D120ｍｍ

ダイカットマグネット　ベージュさん

PKG：W50×H90×D8ｍｍ
本体：W36×H23×D8ｍｍ

ダイカットマグネット　あついさんK/B　キッチンペーパーホルダー(草原)

PKG：W50×H90×D8ｍｍ
本体：W36×H23×D8ｍｍ

PKG：W50×H90×D8ｍｍ
本体：W36×H23×D8ｍｍ

PKG：W120×H150×D5ｍｍ
本体：W107×H78×D5ｍｍ

本体：W107×H78×D5ｍｍ

PKG：W80×H130×D29ｍｍ
本体：W32×H67×D29ｍｍ

ダイカットマグネット　ホワイトさんKB/OK メモスタンド（リーフ）

PKG：W120×H150×D5ｍｍ

K/B ﾀﾞｲｶｯﾄｺｰｽﾀｰ（カピバラさん） ダイカットマグネット　リーゼントくん

PKG：W50×H90×D8ｍｍ
本体：W36×H23×D8ｍｍ

PKG：W50×H90×D8ｍｍ

KB/O スタンプ30ｘ30 お疲れ様です

KB/O スタンプ20ｘ45 ほんのきもち

本体：W30×H22×D30ｍｍ

本体：W30×H22×D30ｍｍ

KB/O スタンプ30ｘ30 のすのす3段

本体：W30×H22×D30ｍｍ

KB/O スタンプ30ｘ30 カピバラさん正面

KB/O スタンプ30ｘ30 TELありました

KB/O スタンプ30ｘ30 Thank you

本体：W30×H22×D30ｍｍ

本体：W30×H22×D30ｍｍ

本体：W20×H22×D45ｍｍ

KB/O スタンプ30ｘ30 OK

本体：W30×H22×D30ｍｍ

KB/O スタンプ30ｘ30 たいへんよくできました

本体：W30×H22×D30ｍｍ

KB/O スタンプ20ｘ45 お祝い

KB/O スタンプ20ｘ45 取扱注意

KB/O スタンプ20ｘ45 のし

本体：W32×H67×D29ｍｍ
PKG：W50×H90×D8ｍｍ

KB/O スタンプ20ｘ45 宛名

KB/O スタンプ20ｘ45 年月日

KB　ハーブ栽培キット　ミニラティス

KB　ハーブ栽培キット　ミニポット

KB/FRｱｸﾘﾙ&ｳｯﾄﾞﾁｬｰﾑ（チェリー）

本体：W20×H22×D45ｍｍ

PKG：W125×H134×D72ｍｍ

本体：W123×H132×D67ｍｍ

PKG：W74×H108×D76ｍｍ

本体：W20×H22×D45ｍｍ

K/B ﾀﾞｲｶｯﾄｺｰｽﾀｰ（ホワイトさん） ダイカットマグネット　カピ爺

本体：W71×H74×D56ｍｍ

K/B ﾀﾞｲｶｯﾄｺｰｽﾀｰ（リーゼントくん）

脚W66×H75×D3㎜　

K/Bﾀﾞｲｶｯﾄﾐﾆﾃｰﾌﾞﾙ カピバラさんと仔カピ

本体：W20×H22×D45ｍｍ

本体：W20×H22×D45ｍｍ

本体：W20×H22×D45ｍｍ

PKG：W80×H120×D7ｍｍ
本体：W54×H67×D3ｍｍ

PKG：W80×H120×D7ｍｍ
本体：W54×H68×D3ｍｍ

KB/FRｱｸﾘﾙ&ｳｯﾄﾞﾁｬｰﾑ（アップル）

KB/FRｱｸﾘﾙ&ｳｯﾄﾞﾁｬｰﾑ（グレープ）

KB/OK メモスタンド（フラワー）

PKG：W456×H58×D331ｍｍ

本体：W400×H182×D324ｍｍ

PKG：W72×H157×D10ｍｍ
本体：W66×H146×D8ｍｍ

ダイカットマグネット　カピバラさん

K/B　モバイルスタンド　のすのすカピバラさん

PKG：W80×H130×D29ｍｍ



【品番】 KB1352 【品番】 KB550M 【品番】 KB550Ｃ 【品番】 KB350D
【JAN】 4961971105100 【JAN】 4961971101706 【JAN】 4961971101232 【JAN】 4961971101324 
【価格】 税別：￥1,350 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥350

税込：￥1,485 税込：￥605 税込：￥605 税込：￥385
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 KB580KK 【品番】 KB550N 【品番】 KB550Ｄ 【品番】 KB350F
【JAN】 4961971105117 【JAN】 4961971101713 【JAN】 4961971101249 【JAN】 4961971101348 
【価格】 税別：￥580 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥350

税込：￥638 税込：￥605 税込：￥605 税込：￥385
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 KB580RN 【品番】 KB550P 【品番】 KB550Ｅ 【品番】 KB482A
【JAN】 4961971105131 【JAN】 4961971101720 【JAN】 4961971101256 【JAN】 4961971101973 
【価格】 税別：￥580 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥480

税込：￥638 税込：￥605 税込：￥605 税込：￥528
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 KB580KS 【品番】 KB550Q 【品番】 KB550Ｆ 【品番】 KB482B
【JAN】 4961971105148 【JAN】 4961971101737 【JAN】 4961971101263 【JAN】 4961971101980 
【価格】 税別：￥580 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥480

税込：￥638 税込：￥605 税込：￥605 税込：￥528
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 KB550J 【品番】 KB550R 【品番】 KB550Ｈ 【品番】 KB251A
【JAN】 4961971101676 【JAN】 4961971101744 【JAN】 4961971101287 【JAN】 4961971101997 
【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥250

税込：￥605 税込：￥605 税込：￥605 税込：￥275
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 KB550K 【品番】 KB550S 【品番】 KB350A 【品番】 KB251B
【JAN】 4961971101683 【JAN】 4961971101751 【JAN】 4961971101294 【JAN】 4961971102000 
【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥350 【価格】 税別：￥250

税込：￥605 税込：￥605 税込：￥385 税込：￥275
【寸法】 【寸法】 【寸法】 【寸法】

【品番】 KB550L 【品番】 KB550Ｂ 【品番】 KB350B
【JAN】 4961971101690 【JAN】 4961971101225 【JAN】 4961971101300 
【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥550 【価格】 税別：￥350

税込：￥605 税込：￥605 税込：￥385
【寸法】 【寸法】 【寸法】

memo

カピバラさん 商品一覧

本体：W30×H22×D30ｍｍ 本体：W30×H22×D30ｍｍPKG：W75×H125×D3ｍｍ
本体：W32×H39×D3ｍｍ

KB/OK カッティングボードロング KB/Mｽﾀﾝﾌﾟ30ｘ30 おつかれさまです。(ﾊﾟﾝﾀﾞ) K/Bスタンプ30ｘ30たいへんよくできました K/Bスタンプ20ｘ25カピバラさん正面

K/Bスタンプ20ｘ25カピバラさん＆仔カピK/Bスタンプ30ｘ30おつかれさまですKB/Mスタンプ30ｘ30 なまけものくん(パンダ)KB/OKﾐﾆｱｸﾘﾙﾌｨｷﾞｭｱ（カピバラさん＆仔カピ）

本体：W30×H22×D30ｍｍPKG：W170×H390×D15ｍｍ

本体：W145×H15×D355ｍｍ

PKG：W75×H125×D3ｍｍ

本体：W50×H43×D3ｍｍ

本体：W30×H22×D30ｍｍ

土台φ41×D3㎜

土台φ41×D3㎜

KB/OKﾐﾆｱｸﾘﾙﾌｨｷﾞｭｱ（リャマさん＆なまけものくん）

本体：W37×H49×D3ｍｍ

KB/OKﾐﾆｱｸﾘﾙﾌｨｷﾞｭｱ（カピバラさんスイーツ）

本体：W30×H22×D30ｍｍ

KB/Mスタンプ30ｘ30 Let's Go!(パンダ)

KB/Mスタンプ30ｘ30 カピバラさん(イルカ)

本体：W25×H22×D20ｍｍ

PKG：W75×H125×D3ｍｍ

KB/Mスタンプ30ｘ30 いいね！(パンダ)

本体：W30×H22×D30ｍｍ

本体：W30×H22×D30ｍｍ

KB/Mスタンプ30ｘ30 カピバラさん(パンダ)

KB/Mスタンプ30ｘ30 ホワイトさん(パンダ)

土台W56ｘＨ24ｘD3㎜

KB/Mスタンプ30ｘ30 ホワイトさん(イルカ)

KB/Mスタンプ30ｘ30 OK!(イルカ)

K/Bスタンプ30ｘ30電話

本体：W25×H22×D20ｍｍ

本体：W30×H22×D30ｍｍ

本体：W30×H22×D30ｍｍ

本体：W30×H22×D30ｍｍ

本体：W30×H22×D30ｍｍ

本体：W25×H22×D20ｍｍ

PKG：W80×H130×D28ｍｍ

PKG：W80×H130×D28ｍｍ

本体：W31×H66×D28ｍｍ

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W92×H92×D5ｍｍ

PKG：W120×H155×D5ｍｍ

本体：W30×H22×D30ｍｍ

K/Bスタンプ30ｘ30時計

K/Bスタンプ30ｘ30ありがとう

K/Bスタンプ30ｘ30いそぎ！！

K/Bスタンプ20ｘ25ＯＫ!

K/Bスタンプ20ｘ25ＮＧ!

本体：W30×H22×D30ｍｍ

本体：W30×H22×D30ｍｍ

本体：W30×H22×D30ｍｍ

本体：W25×H22×D20ｍｍ

本体：W92×H92×D5ｍｍ

KB/O メモスタンドA

KB/O メモスタンドB

KB/O コルクコースターA

KB/O コルクコースターB

本体：W31×H66×D28ｍｍ











マグネット4個セット マグネット3個セット マグネットフック ドーナツ型フック プッシュピン4個セット メモスタンド

黒板メモスタンド クリップ5個セット クリップ３個セット メッセージピンチ ブラックボードピンチ フレームクリップ

ピクチャーピンチセット ピンチ６本セット ペーパークリップ コルクボード スリムコルクボード ブラックボード

ブラックボード ブラックボード(ピン付き) ペン置き付きブラックボード スリムペンスタンド ペンスタンド ペン&カードスタンド

フェイスキューブ  カードスタンド モバイルスタンド モバイルスタンドワイド スタンプ　20ｘ80 スタンプ　30ｘ90 スタンプ　20ｘ25

スタンプ　30ｘ30 スタンプセット フェイスキューブスタンプ ブックマーク 色えんぴつ ストレージボックス

ティッシュケース アクセサリーボックス アクセサリーケース 足跡型トレー 簡単組立ウッドミニラック 引き出しボックス

ぱこぱこ ぱこぱこトレー ぱこぱこ(クリップ付き) ダイカットボックス 小物入れ 回転フォトフレーム

フォトフレーム ミニフレーム フォトフレームL フォトフレームS レイヤードフレーム ダブルフレーム

ファミリーフレーム ダイカットミニテーブル ミニテーブル 木のハンガー ウェルカムボード タオルリング

ＯＥＭ参考商品



温度計 オルゴール ターナー フライ返し しゃもじ ウッドトレー

ウッドトレースリム コルクコースター コルクコースターセット コースター2枚セット コルクコースターセット ジグソーコースター

鍋しきとコースターのセット 木とコルクの鍋敷き 木の鍋しき ミニシェルフ スパイスボックス カトラリーケース

キッチンフック フック フック付きミニシェルフ カッティングボード ダイカットカッティングボード キッチンペーパーホルダー

パスタメジャー バッグクリップ ポットウォッチャー ウッドバレッタ（S） ウッドバレッタ（M） ウッドヘアゴム

ウッドブローチ バッジ2個セット ウッドピンズ ウッドバッジ アクリル&ウッドチャーム ウッドチャーム

ウッドチャーム  ビスケット ウッドチャーム  立体パズル ミニ絵馬 オーナメントカード フェイスキューブチャーム アクリルフィギュア

ひのきだま ボードゲーム
お茶とコースターのセット

※軽減税率対象
お茶とコースター プチ

※軽減税率対象
お茶会セット

※軽減税率対象外
桐箱に入ったお茶
※軽減税率対象外

はちみつキャンディー
※軽減税率対象外

木箱入りキャンディ―
※軽減税率対象外

木箱に入ったキャラメル
※軽減税率対象外

枡入りの飴
※軽減税率対象外

こんぺいとう
※軽減税率対象外

おつけもの
※軽減税率対象外

おつけもの（トレー型）
※軽減税率対象外

ポップコーン　ミニハンガー付
※軽減税率対象外

プチチョコ　ウッドチャーム付き
※軽減税率対象外

ＯＥＭ参考商品
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