
新商品です。

このマークが付いている商品は箱入りです。

このマークが付いている商品はリニューアルした
商品です。

このマークが付いている商品は折り畳みのできる
ノックダウン式です。

マークの説明
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シールランチ 3P セット ネコ カラー
ATL-1400 (93502−1)

unit...3pcs
material... 本体：ポリプロピレン
 フタ：ポリエチレン
size...L/120×120×58(h)mm(550ml)
        M/105×105×51(h)mm(360ml)
        S/90×90×44(h)mm(220ml)
¥1,400

CLEAR BOTTLE ネコ オレンジ
ATWH-1201 (93475-8)

unit...3pcs
material... 本体：飽和ポリエステル樹脂
 フタ・飲み口：ポリプロピレン
size... φ 65×H195mm(500ML )
¥1,200

CLEAR BOTTLE ネコ グリーン
ATWH-1202 (93476-5)

unit...3pcs
material... 本体：飽和ポリエステル樹脂

フタ・飲み口：ポリプロピレン
size... φ 65×H195mm(500ML )
¥1,200

CLEAR BOTTLE (M) 音符ネコ
ATWH-1200 (93473-4)

unit...3pcs
material... 本体：飽和ポリエステル樹脂
 フタ・飲み口：ポリプロピレン
size... φ 65×H195mm(500ML )
¥1,200

CLEAR BOTTLE (S) 音符ネコ
ATWH-1000 (93474-1)

unit...3pcs
material... 本体：飽和ポリエステル樹脂
 フタ・飲み口：ポリプロピレン
size... φ 65×H155mm(400ML )
¥1,000

シールランチ 3P セット ネコ シルエット
ATL-1401 (93503-8)

unit...3pcs
material... 本体：ポリプロピレン
 フタ：ポリエチレン
size...L/120×120×58(h)mm(550ml)
        M/105×105×51(h)mm(360ml)
        S/90×90×44(h)mm(220ml)

¥1,400

メラミントレイ S ネコ 
unit...3pcs
material... メラミン樹脂
size...256×155mm
¥1,000

メラミントレイ M ネコ 
unit...3pcs
material... メラミン樹脂
size...327×252mm
¥1,300

Walk 
ATM-1000 (93492-5)

Walk 
ATM-1300 (93494-9)

Window
ATM-1001 (93493-2)

Window 
ATM-1301 (93495-6)

back back
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ウォーターボトル M ネコ
ATB-1200 (48689-9)

unit...3pcs
material... 本体：メタクリルスチレン
 フタ：ポリプロピレン
size... φ 90×H250mm(1000ml)
¥1,200

ウォーターボトル L ネコ
ATB-1400 (48690-5)

unit...3pcs
material... 本体：メタクリルスチレン

フタ：ポリプロピレン
size... φ 90×H305mm(1400ml)
¥1,400

耐熱ガラスピッチャー M
ATGP-1300 (48850-3)

unit...3pcs
material... 本体：ほうけい酸ガラス
 ハンドル・フタ：ポリプロピレン
 ハンドルネジ：ポリアセタール
size... φ 92×D142×195mm（800ml）
¥1,300

耐熱ガラスピッチャー L 
ATGP-1600 (48851-0)

unit...3pcs
material... 本体：ほうけい酸ガラス
 ハンドル・フタ：ポリプロピレン
 ハンドルネジ：ポリアセタール
size... φ 90×D142×248mm（1200ml）
¥1,600

WATER BOTTLE

GLASS PITCHER 

Package

Package
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シリコンコースター 肉球
black ... ASC-550 (93496-3)

white ... ASC-551 (93497-0)

unit...3pcs
material... シリコーンゴム
size...95×92×H4mm
¥550

シリコンコースター シルエット
白猫シルエット ... ASC-552 (93498-7)

黒猫シルエット ... ASC-553 (93499-4)

unit...3pcs
material... シリコーンゴム
size... 白猫：93×88×H4mm
　　　黒猫：98×87×H4mm
¥550

Package

台紙裏からでも
刻印部分が見えるように
なっています

Package

肉球 BLACK

白猫シルエット

肉球 WHITE

黒猫シルエット

SILICONE COASTER

アクリルタンブラー S ネコ
white ... ATB-654 (48846-6)

black ... ATB-655 (48847-3)

unit...5pcs
material... メタクリル樹脂
size... φ 80×H85mm(250ml)
¥600

ネコ A ... AFCC-300 (50418-0) ネコ B ... AFCC-301 (50419-7)

アクリルタンブラー L ネコ
white ... ATB-754 (48848-0)

black ... ATB-755 (48849-7)

unit...5pcs
material... メタクリル樹脂
size... φ 90×135mm(430ml)
¥750   

フェルト コースター
unit...5pcs
material... ポリエステル
size... φ 95×H40mm
¥300

Package
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キャニスター S
ARC-1000 (48732-2)

size...106×106× H95mm
¥1,000

キャニスター M
ARC-1200 (48733-9)

size...106×106×H153mm
¥1,200

キャニスター ネコ
unit...3pcs
material... 本体：メタクリル樹脂
 フタ：ポリプロピレン
 パッキン：シリコーンゴム

スタッキングできます。
ストレージボックスとしても使用できます。

キャニスター LL
ARC-1800 (48734-6)

size...106×106×H300mm
¥1,800

キャット クリップス
black ... ABC-955 (48560-1)

unit...5pcs
material... ポリスチレン
size... クリップ：80×15×H110mm(10pcs)
 パッケージ：85×85×H117mm
¥900

ネコ 2color ... APT-1202 (48552-6)

パーティーピック  ￥1,200
unit...3pcs
material... シリコーンゴム・ステンレススチール
size... ピ ッ ク ：25 ～ 40×85 ～ 65mm
 パッケージ：200×20×90mm

ネコ 3color ... APT-1203 (48553-3)

Package
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ウッドカトラリーミニ ネコ
APWC-900 (48707-0)

unit...5pcs
material... 素材：天然木 ( ソノケリン )
 塗装：ウレタン
size... スプーン：36×110mm
 フォーク：37×108mm 
￥900

Package

ウッドカトラリーセット ネコ
APWC-1000 (48706-3)

unit...3pcs
material... 素材：天然木 ( ソノケリン )
 塗装：ウレタン
size... スプーン：28×154mm
 フォーク：22×154mm
￥1,000

ウッドカトラリーデザートセット ネコ
APWC-1020 (48908-1)

unit...3pcs
material... 素材：天然木 ( ソノケリン )
 塗装：ウレタン
size... スプーン：30×150mm
 ピック　：25×150mm
￥1,000

Cutlery set
天然の木から 1本ずつ丁寧に作られています。

自然素材を使用しており、温かみあるカトラリーです。
ねこちゃんのゆるやかなシルエットがいろいろな食器に合うので

お気に入りの食器と合わせてお使い下さい。
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吸水マット ネコ  ¥700
unit...3pcs
material... ポリエステル・ナイロン
size...450×H300mm
 

鍋つかみ 肉球 
white ... APSS-900 (48854-1)

black ... APSS-901 (48855-8)

unit...3pcs
material... シリコーンゴム・マグネット
size...80×20×H140mm
¥900

キッチンスポンジ 2P セット ネコ
unit...5pcs
material... ポリウレタン・ポリエステル
size...100×140×25mm×2pcs
¥600

pink ... AISP-600 (50345-9) black .... AISP-603 (48659-2)

Package

キッチンスポンジ 肉球
white ...... AISP-610 (50411-1)

black ...... AISP-611 (50412-8)

tora ........ AISP-612 (48660-8)

mike ....... AISP-613 (48661-5)

kijitora ... AISP-614 (48750-6)

unit...5pcs
material... ポリウレタン・ポリエステル
size...75×120×50mm
¥600

マグネットで付きます

package

back back

front front

ネコ B ... AOK-701 (48907-4)ネコ A ... AOK-700 (48906-7)
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ハングホルダー ネコ
black ... ADL-2355 (50388-6)

unit...3pcs
material... スチール
size...270×280×H150mm
¥2,300

フルーツバスケット ネコ
black ... AAIS-2655 (48768-1)

unit...3pcs
material... スチール
size... φ 195×H365mm
¥2,600

ふきんスタンド ネコ
black ... AHR-2355 (48769-8)

unit...3pcs
material... スチール
size...220×145×H305mm
¥2,300

まな板スタンド 肉球
black ... ADMT-1475 (48770-4)

unit...3pcs
material... スチール
size...80×130×H155mm
¥1,400

マルチスタンド ネコ
black ... ASS-1255 (48645-5)

unit...3pcs
material... スチール
size... φ 90×110×H180mm
¥1,200

マルチスタンド S ネコ
black ... ASS-1055 (48739-1)

unit...3pcs
material... スチール
size... φ 60×H160mm
¥1,000

マルチスタンド SS ネコ
black ... ASS-855 (48761-2)

unit...5pcs
material... スチール
size... φ 60×H120mm
¥800

キッチンペーパースタンド ネコ
black ... ABIS-855 (50063-2)

unit...5pcs
material... スチール
size...140×140×H290mm
¥800

MULTI STAND
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Package

泡だて器 肉球
white ... APSS-1210 (48788-9)

black ... APSS-1211 (48789-6)

size...60×60×H290mm
¥1,200

パスタレードル 肉球
white ... APSS-1630 (48794-0)

black ... APSS-1631 (48795-7)

size...75×50×H340mm
¥1,600

ポテトマッシャー 肉球
white ... APSS-1640 (48796-4)

black ... APSS-1641 (48797-1)

size...85×120×H315mm
¥1,600

ピザカッター 肉球
white ... APSS-1410 (48798-8)

black ... APSS-1411 (48799-5)

size...80×35×H230mm
¥1,400

お玉 肉球
white ... APSS-1610 (48790-2)

black ... APSS-1611 (48791-9)

size...95×75×H310mm
¥1,600

フライ返し 肉球
white ... APSS-1620 (48792-6)

black ... APSS-1621 (48793-3)

size...75×40×H355mm
¥1,600

White

Black
キッチンツール 肉球
unit...3pcs
material... シリコーンゴム・ステンレススチール

並べても可愛いデザインです♪
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メジャースプーン 4P ネコ
APMS-1400 (48705-6)

unit...3pcs
material... シリコーンゴム・ステンレススチール
size... スプーン：25 ～ 43×122 ～ 182mm
 パッケージ：185×25×185mm
￥1,400

フィルタースタンド ネコ
black ... ABR-855 (50191-2)

unit...5pcs
material... スチール
size...185×60×H160mm
¥800

ディッシュスタンド ネコ
black ... AFST-855 (50226-1)

unit...5pcs
material... スチール
size... 115×125×H130mm
¥800

レシピスタンド (S) ネコ
black ... ADS-955 (50174-5)

unit...5pcs
material... スチール
size... 使用時：150×140×H190mm
 折り畳み時：150×55×210mm
¥950

まな板スタンド ネコ
black ... ADMT-855 (50062-5)

unit...5pcs
material... スチール
size...130×130×H185mm
¥850

マグスタンド ネコ
black ... AAIS-955 (50189-9)

unit...5pcs
material... スチール
size...130×130×H360mm
¥950

コップスタンド ネコ
black ... AFST-1255 (50227-8)

unit...3pcs
material... スチール
size...230×150×H270mm
¥1,200

ラック 3 段 ネコ
black ... ADL-2055 (50185-1)

unit...3pcs
material... スチール
size... 使用時：250×110×H375mm
 折り畳み時：255×25×H385mm
¥2,000

コーナーラック ネコ
black ... ADL-1855 (50188-2)

unit...3pcs
material... スチール
size... 使用時：190×190×H370mm
 折り畳み時：190×40×H485mm
¥1,800

ラック 2 段 ネコ
black ... ADL-1655 (50179-0)

unit...3pcs
material... スチール
size... 使用時：250×110×H240mm
 折り畳み時：250×20×H270mm
¥1,600

バナナスタンド ネコ
black ... AAIS-855 (50190-5)

unit...5pcs
material... スチール
size...160×160×H320mm
¥850

ツールハンガー ネコ
black ... ADS-1055 (50383-1)

unit...3pcs
material... スチール
size...80×230×H100mm
¥1,000

Package
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タオルホルダー ネコ
black ... AIT-855 (50307-7)

unit...5pcs
material... スチール
size...260×70×H115mm
¥850

トイレットペーパーストッカー ネコ
black ... AIT-1055 (50309-1)

unit...3pcs
material... スチール
size...220×165×H415mm
¥1,000

トイレットペーパーホルダー ネコ
black ... AIT-955 (50308-4)

unit...5pcs
material... スチール
size...175×90×H105mm
¥900

※設置用のネジは付属しません。

※設置用のネジは付属しません。

マット ネコ
AFMT-1555 (48838-1)

unit...3pcs
material... アクリル 100％
size...400×600mm
¥1,500

ロングマット ネコ
AFMT-2855 (48839-8)

unit...3pcs
material... アクリル 100％
size...400×1200mm
¥2,800

トイレマット & フタカバーセット
AFMT-3555 (48840-4)

unit...3pcs
material... アクリル 100%
size... トイレマット：620×610mm
 フタカバー ( 洗浄暖房用 )：430×440mm
¥3,500

ペーパーホルダーカバー ネコ
AFMT-1101 (48561-8)

unit...3pcs
material... ポリエステル 100%
 PU・PC
size...170×355mm
¥1,000

ストックペーパーカバー ( ペーパー付き） ネコ
AFMT-655 (48905-0)

unit...3pcs
material... トイレットペーパーカバー：塩化ビニル樹脂
 トイレットペーパー：パルプ
size...458×H117mm
¥650

スリッパ ネコ A
AFMS-1500 (48562-5)

unit...3pcs
material... ポリエステル 100%
 PU・EVA 樹脂
size... 足のサイズ：フリー
¥1,500

裏側

Package
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歯ブラシスタンド ネコ
black ... AFGR-1555 (48865-7)

unit...3pcs
material... スチール・PVC
size...180×95×H140mm
¥1,500

ドアタオルハンガー ネコ
black ... ADH-2555 (48556-4)

unit...3pcs
material... スチール
size... 組立時：560×280×H350mm
 折り畳み時：560×70×H365mm
¥2,500

Package

ドアプレートバスルーム ネコ
black ... AIW-1057 (50385-5)

unit...3pcs
material... スチール
size...230×H65mm
¥1,000

今治タオルハンカチ ネコ
AOT-650 (48662-2)

unit...3pcs
material... 綿 (100%)
size...250×250mm
¥650

今治ウォッシュタオル ネコ
AOT-900 (48663-9)

unit...3pcs
material... 綿 (100%)
size...340×350mm
¥900

今治フェイスタオル ネコ
AOT-1800 (48664-6)

unit...3pcs
material... 綿 (100%)
size...340×800mm
¥1,800

認定番号：第 2014-510 号

imabar i  towel
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ロールフック ブタ
ivory ... ADH-330 (49559-4)

pink .... ADH-331 (49560-0)

unit...5pcs
material... スチール
size...50×45×H110mm
¥300

ロールフック パンダ A
ADH-590 (48820-6)

unit...5pcs
material... スチール
size...50×45×H110mm
¥500

ロールフック パンダ B
ADH-591 (48821-3)

unit...5pcs
material... スチール
size...50×45×H110mm
¥500

ドアフック パンダ A
ACD-590 (48818-3)

unit...5pcs
material... スチール
size...50×35×H110mm
¥500

ウォールフック ミュージック A
AHHM-900 (48650-9)

unit...5pcs
material... スチール
size...255×30×230mm
¥900

ロールフック 音符
ADH-371 (50394-7)

unit...5pcs
material... スチール
size...50×45×H110mm
¥350

ドアフック
off white ............... ANB-300 (48735-3)

emerald green ... ANB-301 (48736-0)

gray ...................... ANB-302 (48737-7)

navy blue ............. ANB-303 (48738-4)

unit...5pcs
material... スチール
size...20×70×H110mm
¥300

ドアフック ネコ
white ... ACD-354 (49725-3)

black ... ACD-355 (49726-0)

unit...5pcs
material... スチール
size...40×35×H110mm
¥300

ロールフック ネコ
white ... ADH-354 (50043-4)

black ... ADH-355 (50044-1)

unit...5pcs
material... スチール
size...70×45×H110mm
¥300

ロングドアフック ネコ
black ... ACDL-1055 (50259-9)

unit...3pcs
material... スチール
size...115×100×H545mm
¥1,000

Door Hook

Roll HookDoor hunger

Door Hook

Roll Hook
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マスク・ピルポーチ  
 ¥800
unit...3pcs
material... 塩化ビニル樹脂
size...190×135× マチ 15mm

white ... AVMS-800 (48911-1) black ... AVMS-801 (48912-8)

ゆったりマチつき＆ポケット収納付き！
お化粧品もピルケースもはいります。

Package
フェルトティッシュケース トリ
AFTC-1000 (50371-8)

unit...3pcs
material... ポリエステル
size... 組立時：250×120×H130mm
¥1,000

プッシュピン 4P ネコ  ¥800
unit...5pcs
material... レジン・スチール
size...44~15×8×27~15mm

マグネット 4P ネコ  ¥1,000
unit...3pcs
material... レジン・マグネット
size...44~15×8×27~15mm

white ... APP-854 (48698-1) white ... APM-1054 (48700-1)

black ... APP-855 (48699-8) black ... APM-1055 (48701-8)

Package

T i s s u e  C a s e
（240×115×H55mm サイズのティッシュボックスに対応）

Push pin  &  Magnet
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ブラケット right
unit...5pcs
material... スチール
size...165×45×140mm
¥900

ネコ A ... AHF-900 (48564-9) ネコ C ... AHF-902 (48566-3)ネコ B ... AHF-901 (48565-6) ネコ D ... AHF-903 (48567-0)

※設置用のネジは付属しません。

ブラケット left
unit...5pcs
material... スチール
size...165×45×140mm
¥900

ネコ EL ... AHF-904 (48626-4) ネコ GL ... AHF-906 (48628-8)ネコ FL ... AHF-905 (48627-1) ネコ HL ... AHF-907 (48629-5)

※設置用のネジは付属しません。

アクセトレイ ネコ
black ... ACW-734 (50026-7)

unit...5pcs
material... スチール
size...85×80×H100mm
¥750

アクセトレイ 2 段 ネコ
black ... ACW-1334 (50032-8)

unit...3pcs
material... スチール
size...115×115×H200mm
¥1,300

ブラケット用ボード ネコ
white ... AHB-1200 (48575-5)

black ... AHB-1201 (48576-2)

unit...3pcs
material...MDF
size...450×245×8mm
¥1,200

Package

ガーランド ネコＢ
AGT-501 (48569-4)

unit...5pcs
material... フェルト（ポリエステル）
size... 全長 1500mm
¥500

ガーランド ネコＡ
AGT-500 (48568-7)

unit...5pcs
material... フェルト（ポリエステル）
size... 全長 1500mm
¥500

right & left
Bracket & Board

Garland
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ディスプレイテーブル ネコ
black ... AUDP-4555 (48805-3)

unit...1pcs
material... スチール
size... φ 250×H320mm
¥4,500

ディスプレイベンチ ネコ
black ... AUDP-4655 (48806-0)

unit...1pcs
material... スチール
size...370×160×H360mm
¥4,600

リモコンラック ネコ
black ... AIR-1355 (50324-4)

unit...3pcs
material... スチール
size...180×95×H170mm
¥1,300

コスメバスケット ネコ
black ... AAM-2055 (48579-3)

unit...3pcs
material... スチール
size...250×160×190mm
¥2,000
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ブーツミニクリップ トリ
ivory ... AFZ-340 (50198-1)

unit...5pcs
material... スチール
size...35×H165mm
¥350

ブーツミニクリップ エッフェル塔
brown ... AFZ-388 (50200-1)

unit...5pcs
material... スチール
size...55×H175mm
¥350

スリッパラック ネコ
black ... ACR-2855 (50256-8)

unit...3pcs
material... スチール
size... 使用時：350×160×H610mm
 折り畳み時：350×620×H30mm
¥2,800

アンブレラスタンド ネコ
black ... AAU-2855(50068-7)

unit...3pcs
material... スチール
size...155×155×H600mm
¥2,800

取り外せる受け皿でお掃除便利♪

アンブレラスタンド スクエア ネコ
black ... AAU-4855 (48866-4)

unit...3pcs
material... スチール
size...310×120×H605mm
¥4,800

pattern
APUM-1200 (48708-7)

face
APUM-1201 (48709-4)

ビニール傘 ネコ  ￥1,200
unit...3pcs
material... 傘生地の組成：ポリエチレン
 パイピング：ポリエステル
 ハンドル・石突き・露先：ポリプロピレン
size... 親骨 55cm / 全長 83cm / 直径 90cm

Plastic umbrella

Plastic umbrella

Plastic umbrella

Plastic umbrella
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掛時計 ネコ
white ... AKT-3800 (50213-1)

black ... AKT-3801 (50214-8)

unit...3pcs
material... スチール
 ムーブメント (made in japan)
size...230×270mm
¥3,800

目覚まし時計 ネコ
white  ... AKT-2800 (48550-2)

black  ... AKT-2801 (48551-9)

unit...3pcs
material... スチール・ABS 樹脂・ガラス
size... 85×45×H120mm
※テスト用に単 3 乾電池が 1 個付属します。
￥2,800

振り子時計 (L) ネコ
　　black ... AKT-5851 (48784-1)

unit...1pcs
material... スチール・MDF
size...330×70×H360mm( 振り子含む高さ 490mm）
¥5,800

掛時計 サークル　ネコ ホワイト
AKT-3500 (48872-5)

unit...3pcs
material... スチール・ガラス
size... φ 225×50mm
¥3,500

掛時計 サークル　ネコ ブラック
AKT-3501 (48873-2)

unit...3pcs
material... スチール・ガラス
size... φ 225×50mm
¥3,500

Wall Clock

Slow  Pendulm Clock

Package

Silent...

Package
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IC カードステッカー 2P　和柄カラフル
AVIC-661(48845-9)

unit...5pcs
material...PET 
　　　　 オレフィン系エラストマー
size...370×160×H360mm
¥650

IC カードステッカー 2P　ヴィンテージ
AVIC-660(48844-2)

unit...5pcs
material...PET 
　　　　 オレフィン系エラストマー
size...370×160×H360mm
¥650

IC カードステッカー 2P　ネコ C
AVIC-652 (48843-5)

unit...5pcs
material...PET 
　　　　 オレフィン系エラストマー
size...370×160×H360mm
¥650

チケットケース ネコ
white ... APPV-900 (93500-7)

black ... APPV-901 (93501-4)

unit...3pcs
material... 塩化ビニル樹脂
size...W205×H200mm
　　 (折りたたみ時 :W100×H200mm)
¥900

パスポートカバー ネコ
red ....... APPV-501 (48786-5)

blue ..... APPV-502 (48787-2)

unit...5pcs
material... 塩化ビニル樹脂
size...W190×H130mm
　　 (折りたたみ時 :W90×H130mm)
¥500

Ticket case & Passport cover

ピッ！もオシャレに安心に♪

So Good!

IC CARD STICKER
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Skinny Thintne
ss

Cleaning & Polish
ing

Optical laser Motio
n

OPP テープ   
unit...3pcs
material... ポリプロピレンフィルム
size... 巻サイズ ( 販売時 ): φ 100mm×48mm
　　　テープ長さ：W48mm×50m
¥600

 ネコ B ... AROP-601 (48914-2)

 ネコ C ... AROP-602 (48915-9) ネコ A ... AROP-600 (48913-5)

トリ
AGP-600 (49820-5)

size...190×155mm

クローバー
AGP-603 (49823-6)

size...200×165mm

ウサギ  ¥580
AVS-580 (50274-2)

size... 組立前：67×H130mm
 組立後：67×60×H120mm

クラウン  ¥680
AVS-680 (50277-3)

size... 組立前：115×H130mm
 組立後：115×60×H120mm

リンゴ  ¥680
AVS-681 (50278-0)

size... 組立前：110×H130mm
 組立後：110×60×H120mm

モバイルスタンド
unit...5pcs
material... アクリル
size... 板厚 3.5mm

Package

定規　ネコホワイト
ARR-300(48852-7)

unit...5pcs
material... ポリスチレン
size...203×H54×3mm
¥300

定規　ネコブラック
ARR-301(48853-4)

unit...5pcs
material... ポリスチレン
size...203×H54×3mm
¥300

Package

MOUSE PAD

MOBILE STAND

STATIONERY SERIES
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キーカバー ネコ
　white×black ... APK-500 (48691-2)

　black×black ... APK-501 (48692-9)

unit...5pcs
material... シリコーンゴム
size...left：34.5×4×34mm
 right：40×4×35.5mm
 パッケージ：102×5×H108mm
¥500

6P クリップセット  ￥800
unit...5pcs
material... シリコーンゴム・スチール
size... パッケージ：200×20×90mm

ネコ A
APCL-800（48703-2）

size... クリップ：16 ～ 59×61 ～ 88mm

ネコ B
APCL-801（48704-9）

size...13 ～ 33×52 ～ 82mm

Package

CAT STYLE PEN FLOCKY
white ..... 990CP (20990-0)

black ..... 991CP (20991-7)

pink ...... 992CP (20992-4)

unit...5pcs
material... ポリスチレン・油性インク (BK)
 表面フロッキー加工
size...105×30×40mm
¥400

CAT STYLE PEN
white ..... 920CP (20920-7) インク：BK
black ..... 921CP (20921-4) インク：BK
yellow ... 922CP (20922-1) インク：BK
red ........ 923CP (20923-8) インク：RD
pink ...... 924CP (20924-5) インク：RD

blue .... 926CP (20926-9) インク：BL
gray .... 928CP (20928-3) インク：BK

unit...5pcs
material... ポリスチレン・油性インク
size...105×30×40mm
¥300

package

STYLE PEN

CAT
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撮影協力♡保護猫カフェ　Neco Republic OSAKA shinsaibashi
https://ja-jp.facebook.com/necorepublicOSAKA

ペット用ベッド サークル ネコ
black ... AQPB-20 (48777-3)

unit...1pcs
material... 本体：スチール
 クッション：ポリウレタン・ポリエステル
size... 本体：620×440×H280mm
 クッション：620×280×440mm
¥20,000

フード缶 ネコ
black ... ABTF-1555 (48827-5)

unit...3pcs
material... 本体・フタ：スチール
 パッキン：ポリエチレン
size... φ 106×H185mm(1,400㎖ )
¥1,500

フード缶 イヌ
black ... ABTF-1575 (48837-4)

unit...3pcs
material... 本体・フタ：スチール
 パッキン：ポリエチレン
size... φ 106×H185mm(1,400㎖ )
¥1,500
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ミニトートバッグ ネコ  
unit...3pcs
material... 本体 : 綿
　　　　　不織布 : ポリエステル
size...290×120×H320mm
¥1,400

ネコ A ... AJB-1400 (48754-4)

 ネコ B ... AJB-1801 (48891-6)

ネコ B ... AJB-1401 (48755-1)

トートバッグ
unit...3pcs
material... 本体 : 綿
　　　　　不織布 : ポリエステル
size...390×95×H560mm
¥1,800

back : 共通 back : 共通

Mini tote bag

ネコ A ... AJB-1800 (48890-9)



103 104

アクリルタンブラー オレンジミュージック
   orange ..... ATBM-585 (48884-8)
unit... 5pcs
material... メタクリル樹脂
size... φ 80×85mm(250ml)
¥600

アクリルタンブラー ブルーオーケストラ
   blue ..... ATBM-586 (48885-5)
unit... 5pcs
material... メタクリル樹脂
size... φ 80×85mm(250ml)
¥600

スプーン & フォークセット ミュージック
white ..... AMPM-450 (48882-4)

yellow ... AMPM-451 (48883-1)

unit... 5pcs
material... メラミン樹脂
size... スプーン：140×33×H20mm
　　　フォーク：135×19×H15mm
¥450

2 段箸付きランチボックス ミュージック
ivory ..... AJLM-1200 (48916-6)

blue ...... AJLM-1201 (48917-3)

unit... 5pcs
material... 本体、仕切り : ポリプロピレン
　　　　   フタ、箸      : A S 樹脂
　　　　   中フタ         : ポリエチレエン
　　　　   ベルト         : レーヨン 45%  ポリエステル 35％ ゴム 20％
size....... 箸    : 150mm
           上段  : 300ml 下段 : 200ml
           164×71×H87mm
¥1,200

Package

今治タオルハンカチ 五線譜
AOTM-650 (48835-0)

unit...3pcs
material... 綿 (100%)
size...250×250mm
¥650

今治タオルハンカチ 音符
AOTM-651 (48836-7)

unit...3pcs
material... 綿 (100%)
size...250×250mm
¥650

認定番号：第 2015-2086 号 認定番号：第 2015-2087 号



1set 1set

ファブリックノート (S)  ¥550
unit...5pcs
material... ファブリック・紙 (36PG)
size...90×180×H13mm

ファブリックノート  ¥1,000
unit...3pcs
material... ファブリック・紙 (72PG)
size...140×180×H20mm

ローズ ... AFN-550 (50252-0)

ローズ ... AFN-1000 (50248-3)

バード ... AFN-552 (50254-4)

バード ... AFN-1002 (50250-6) エッフェル塔 ... AFN-1003 (50251-3)

ローズ ... AMG-400 (50342-8)

size...90×65mm
 100×65mm

マグネット 2P  ¥400
unit...5pcs
material... マグネット
 セット内容：マグネット ×2

バード ... AMG-402 (50344-2)

size...77×58mm
 80×62mm

トリ ミニクリップ ペアセット
unit...5pcs
material... 発泡スチロール・鳥羽根
 クリップ：スチール
size...20×50×H40mm×2
¥600

　red×orange ... AGT-600 (50150-9) 　pink×purple ... AGT-601 (50151-6)

PackagePackage

マグネットセット  ¥1,000
unit...3pcs
material... マグネット・紙
 セット内容：マグネット ×6 / 
 メモホルダー (12PG)
size... φ 37×H10mm

Package

クラウン ... AMG-1002 (50247-6)

F A B R I C  N O T E
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エアープレスパック 2pcs シティ
AAFP-910 (49705-5)

unit...5pcs
material... ナイロン・ポリエチレン
size...420×500mm×2
¥900

A I R P R E S S  P A C K

マグネット ロバ
camel ... AGOT-710 (50086-1)

gray ...... AGOT-712 (50087-8)

unit...5pcs
material...PE・マグネット
 表面：アクリル繊維
size...72×20×H58mm
¥700

アニマルカードスタンド  ¥800
unit...5pcs
material... ウッド・マグネット

アニマルトレイ
クマ キャメル ... AGAW-1205 (50139-4)

unit...3pcs
material... ウッド
size...110×110×H60mm
¥1,200

ハリネズミ
AGAW-801 (49971-4)

size...50×25×H25mm

ゾウ
AGAW-808 (50143-1)

size...60×21×H40mm

アニマルドアストッパー
クマ キャメル ... AGAW-1405 (50135-6)

unit...3pcs
material... ウッド
size...40×130×H90mm
¥1,400
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