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●在庫等は季節等によって変更します。ご発注の際に事前にご連絡頂けると幸いです。都合により、予告なくデザイン等を変更する場合があります。
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文具シールコレクション当て

キャラクター笛パイプ 〈使用例〉

ハッカや砂糖は付属しておりません。またその取り扱いもございません。注意

ジャポニカ学習帳

サクラクレパス

鉛筆削り・
消しゴム付
鉛筆削り・
消しゴム付

SKCBG15573
クーピーペンシル12色（缶入り）
ロット／1個　サイズ／17.9×14.7×1.5cｍ

SKCBG14284
クレパス太巻12色
ロット／1個　サイズ／9×15.2×1.9cｍ

SKCBG16717
水でおとせるクレヨン12色
ロット／1個　サイズ／19.7×13.7×2.7cｍ

香りつき：
アップル、バニラ、ピーチ、ソーダ

香りつき：
アップル、バニラ、ピーチ、ソーダ

ヘッダー付
袋入り
ヘッダー付
袋入り

1パックに5個
消しゴムが入っていま

す！

4柄

IBEBG00219
おみくじ鉛筆（6本入）
ロット／30個　箱サイズ／10×2×1cm
鉛筆サイズ／Φ0.4×8.7cｍ

KYSBG10500
スケッチブック30枚
ロット／10冊
Pサイズ／24.8×35×0.5cｍ

KYSBG10501
らくがきちょう70枚
ロット／10冊
Pサイズ／24.8×17.5×0.7cｍ

IBEBG00854
金の合格鉛筆（3本入）
ロット／10袋　Pサイズ／23×3.5×0.8cｍ
鉛筆サイズ／Φ0.7×17.8cｍ

ヘッダー付
袋入り
ヘッダー付
袋入り

ロット／10袋　Pサイズ／23×5.5×0.8cｍ
鉛筆サイズ／Φ0.7×18.5cｍ

IBEBG00464
鉛筆 ハンディジャンケン（3本入）

LMNBG15307
おかし消しゴムセット
ロット／10袋　Pサイズ／14×8cｍ

LMNBG50060
ねり消しゴム（香りつき）
ロット／40個　1個サイズ／3×3×1.5cm

※食べられません

※食べられません

白無地・
本文枚数：30枚
白無地・

本文枚数：30枚

SWNBG01710
ジャポニカ学習帳
自由帳 JL-71
ロット／10冊
商品サイズ／17.9×25.2cm

SWNBG01720
ジャポニカ学習帳
じゆうちょう JL-72
ロット／10冊
商品サイズ／17.9×25.2cm

白無地・
本文枚数：30枚
白無地・

本文枚数：30枚

ロット

10個

ENSCH37865
サンリオキャラクターズ
シールコレクション当て（20付）
ロット／1束　
商品サイズ／14×9.5cm
シール／5.5×5.5cm

ENSKJ34989
ディズニーツムツム
シールコレクション2当て（20付）
ロット／1束　
商品サイズ／13×9.5cm　
シール／5.2×5.2cm

仮面ライダーゼロワン
シールコレクション当て

ENSCH45818

商品サイズ／8×5.3cm
ロット／1束

恐竜の貼ってはがして繰り返しあそべる
シールブックです！

どうぶつを好きな色でぬろう！ かっこいいくるまを
好きな色でぬろう！

たべもののシールを貼ってはがして
繰り返しあそべるシールブックです！

いろんな動物のお顔を貼ってはがして
繰り返しあそべるシールブックです！

LMNBG16233
シールブック 恐竜時代
ロット／10冊　商品サイズ／19×15.8×0.3cm

LMNBG15413
ぬりえ（どうぶつ）
ロット／10冊　商品サイズ／25.7×18.3×0.25cm

LMNBG15711
ぬりえ（いろいろなくるま）
ロット／10冊　サイズ／25.7×18.3×0.25cm

LMNBG16228
ましかくびんせん
（シュガーランド）
ロット／12冊
サイズ／15×15×0.3cm

LMNBG16100
シールブック みんなでたべよう
ロット／10冊　商品サイズ／19×15.8×0.3cm

LMNBG16014
シールブック どうぶつさん
ロット／10冊　商品サイズ／19×15.8×0.3cm

DICHK30360
ヒーリングっど♥
プリキュア 
キュアグレース　
サイズ／12cm

DICHK30361
魔進戦隊キラメイジャー
キラメイレッド
サイズ／12cm

DICHK30358
仮面ライダーゼロワン 
ゼロワン
サイズ／12cm

DICHK30348
コキンちゃん
サイズ／12cm

DICHK30347
ドキンちゃん
サイズ／12cm

DICHK30351
プーさん
サイズ／12cm

DICHK30350
ミニーマウス
サイズ／12cm

DICHK30349
ミッキーマウス
サイズ／12cm

DICHK30327
ピカチュウ
サイズ／11cm

DICHK39658
アンパンマン
サイズ／12cm

DICHK39704
バイキンマン
サイズ／12.5cm

DICHK30293
リラックマ
サイズ／12cm

DICHK30299
ドラえもん
サイズ／11.5cm

DICHK39705
トーマス
サイズ／11cm

ENSCH46781
魔進戦隊キラメイジャー 
シールコレクション当て
ロット／1束
商品サイズ／8×5.3cm

ENSCH45457
チコちゃんに叱られる！
シールコレクション当て
ロット／1束
商品サイズ／5.2×5.2cm

ENSCH44433
ディズニープリンセス 
キラキラシールコレクション２ 当て
ロット／1束
商品サイズ／5.2×5.2cm

ENSCH44088
すみっコぐらし 
シールコレクション3 当て
ロット／1束
商品サイズ／5.2×5.2cm

ENSCH39328
ドラゴンボール超 
シール烈伝2当て
ロット／1束
商品サイズ／5.2×5.2cm

ENSCH40308
ミニオンズ
シールコレクション当て　
ロット／1束
商品サイズ／5.2×5.2cm

ENSCH46729
名探偵コナン 
シールコレクション当て
ロット／1束
商品サイズ／5.2×5.2cm

ENSCH46656
ヒーリングっど♥プリキュア
プリキラシールコレクション当て
ロット／1束
商品サイズ／5.2×5.2cm
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おもしろ
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おもしろ消しゴム
ロット

60個本体サイズ3～5ｃｍ

60個入のBOXが
紙製グリーン
BOXに
変わりました

おもしろ消しゴムは店舗向け集客・
販促ツールとして最適です！

48パイカプセルに詰めて
ガチャコロ倶楽部の
中身としてもお使い
いただけます。

BOX付きで
つかみ取りにも
最適！

★BOX付きで
つかみ取りにも最適！

★別注で名入れも可
能です。

最小1000個～

IWKBG20071
けしゴムＢＯＸいろいろ100
ロット／1箱　ＢＯＸサイズ／10×20×20cｍ　※中身の指定はできません。

IWKBG20000
けしゴムＢＯＸ300
ロット／1箱　ＢＯＸサイズ／23×22×22cｍ　※中身の指定はできません。

空のカプセル、
ガチャコロ倶楽部
本体は P78へ

ロット

60個本体サイズ3～5ｃｍ

IWKBG97102
Ｎｏ.1ケーキ消しゴム

IWKBG20023
和菓子消しゴム

IWKBG16003
ティータイム消しゴム

IWKBG96106
アイス消しゴム

IWKBG18006
恐竜消しゴム2

IWKBG14006
回転ずし消しゴム

IWKBG18012
ベビーパンダ消しゴム

IWKBG16004
スポーツ消しゴム

IWKBG18011
パステルキャット消しゴム

IWKBG16009
カットフルーツ消しゴム

IWKBG17013
はたらく車消しゴム

IWKBG20102
スイーツ消しゴム

IWKBG95102
お寿司消しゴム

IWKBG95108
食堂消しゴム

IWKBG94119
くだもの消しゴム

IWKBG20092
どうぶつえん消しゴム

IWKBG96113
マリン消しゴム

IWKBG20114
森の動物消しゴム

IWKBG13006
シーアニマル消しゴム

IWKBG13018
ブロック消しゴムどうぶつ

IWKBG13020
ブロック消しゴムのりもの

IWKBG15010
屋台消しゴム

IWKBG20016
スナック消しゴム

IWKBG20112
招き猫消しゴム

IWKBG20116
サファリ消しゴム

IWKBG96114
プレイ消しゴム

IWKBG20073
ハミガキ消しゴム

IWKBG20084
電車とバスの消しゴム

IWKBG20038
消防消しゴム

IWKBG96112
サッカーボール消しゴム

IWKBG20072
飛行機と船消しゴム

IWKBG20055
お守り消しゴム

アイス屋さん消しゴム
IWKBG18014

カラフルスイーツ消しゴム
IWKBG19009

羊とアルパカ消しゴム
IWKBG19007

ジャパン消しゴム
IWKBG19005 RENEWAL

リニューアル RENEWAL
リニューアル

RENEWAL
リニューアル

RENEWAL
リニューアル


