
除雪用品にオールプラスチック製のポリーライトシリーズが新登場！！

品名

ポリーライトスコップ

商品サイズ（mｍ）

350×1180×200

入数

今までに無いオールプラスチック製のダンプ、軽く女性でもラクラク
使用でき持ち手の高さを高くし、腰への負担を軽減させています。
強度面も昨シーズン実証済みです、先端にポリカブレードを

付けましたので少々の硬い雪でも大丈夫です。

商品サイズ（mｍ）

480×1210×360

4547883544529

12

ＪＡＮコード

4547883544628

品名

ポリーライトキャリー

入数

8

ＪＡＮコード

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



フードテナーに新カラー、クリアータイプが新発売。

10 4547883552289

573×386×78

ＪＡＮコード ＪＡＮコード

4547883552487

お餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存と運搬に最適です。

20 4547883552180

フードテナー№20　クリアー

入数

商品サイズ(mm)

ＪＡＮコード

20 10

品名

商品サイズ(mm)

入数

4547883552081

フードテナー№２　クリアー

品名

10

590×400×24

4547883552388

フードテナー№５　クリアー

商品サイズ(mm)

入数

　　また食器関係の保管にも中身が見えて最適です。

573×386×103

455×307×87 455×307×157

品名

フードテナー№10.20共通フタ

入数

商品サイズ(mm)

ＪＡＮコード

品名

フードテナー№10　クリアー

入数

商品サイズ(mm)

ＪＡＮコード

品名

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



エブリーパック丸型にカラフルが新登場。

ネジ式だから液漏れしにくく、軽くて取扱いが便利！

　お弁当用のサラダ入れ、グラノーラ等の保存容器としても最適です。

  

ハンドミキサーを使って、簡単に離乳食が作れます！ 

 

作った離乳食の保存に大変便利な色つきフタ！ 

 

フタの色に合わせて、三色食品群にも分けれます！ 

 



商品サイズ(mm) 商品サイズ(mm) 商品サイズ(mm)

エブリーパック　浅型　№１ エブリーパック　浅型　№２ エブリーパック　浅型　№３

品名 品名 品名

φ86×65 φ105×80 φ125×90

入数 入数 入数

90（45×2） 96（48×2） 72（36×2）

ＪＡＮコード ＪＡＮコード ＪＡＮコード

4973230218001 4973230218100 4973230218209

品名 品名 品名

エブリーパック　深型　№１ エブリーパック　深型　№２ エブリーパック　深型　№３

商品サイズ(mm) 商品サイズ(mm) 商品サイズ(mm)

φ86×110 φ105×130 φ125×151

入数 入数 入数

4973230218308 4973230218407 4973230218506

80（40×2） 80（40×2） 48（24×2）

ＪＡＮコード ＪＡＮコード ＪＡＮコード

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



リオパック　Ｎタイプが新発売（シール容器３段タイプ）

入数

リオパック　Ｎ－２段 約２０２×１９０×１３８ ２４

入数

リオパック　Ｎ－３段 約２０２×１９０×２００ １８
ＫＧ　１１７５４０

ＫＰ　１１７５２６

３段タイプには

２段用ベルトも

付いています。

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４９７３２３０）

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４９７３２３０）

ＫＧ　１１７４４１

ＫＰ　１１７４２７



●ワイドバスケットにハーフタイプが新発売！

　　　■　商品サイズ(mm) 　　　■　商品サイズ(mm)

　　　■　入数 　　　■　入数

　　　■　ＪＡＮコード 　　　■　ＪＡＮコード

海産物の日干しや、梅漬けの土用干し、干椎茸、切り干し大根など農産物の日干しに最適！

ハーフサイズは従来品に２列並び裏向きにも使用可能!

プラスチックなので衛生的、ポリエチレン製で耐久性、耐候性に優れ強い商品です。

ハーフサイズ

この状態の有効内寸高さ約9ｃｍ

ズレ防止リブが付いているので鳥避けなど、かぶせて使用でき便利です。

　　　■　品名　　　■　品名 ワイドバスケット　ハーフ

505×385×55Ｈ

ワイドバスケット

770×505×55Ｈ

15

（４５４７８８３）

５５９５１６

（４９７３２３０）

５５９５５５

30

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



入数 ＪＡＮコード

コーラルピンク

16 レトロブルー　　　　

マスタード

片手でワンプッシュ開閉！（分別シール付き） ダークブラウン 

入数 ＪＡＮコード

コーラルピンク

12 レトロブルー　　　　

マスタード

片手でワンプッシュ開閉！（分別シール付き） ダークブラウン 

４４５４３８

４４５４７６

品名 商品サイズ(mm)

スリムプッシュ　２６．５Ｌ 232×368×440Ｈ ４４５５５１

４４５５１３

（４９７３２３０）

（４９７３２３０）

４４５５３７

４４５５７５

品名

スリムプッシュ　２０Ｌ

商品サイズ(mm)

232×368×370Ｈ

４４５４１４

４４５４５２

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  

コーラルピンク 
レトロブルー 

マスタード ダークブラウン 



入数 ＪＡＮコード

コーラルピンク

12 レトロブルー　　　　

マスタード

ダークブラウン 

入数 ＪＡＮコード （４９７３２３０）

コーラルピンク

8 レトロブルー　　　　

マスタード

ダークブラウン 

入数 ＪＡＮコード

コーラルピンク

12 レトロブルー　　　　

マスタード

ダークブラウン 

ペダルペール　Ｗ－４５

商品サイズ(mm)

455×320×557Ｈ

４４５８１０

品名 商品サイズ(mm) （４９７３２３０）

４４５７３５

４４５７７３

４４５７１１

４４５７５９

品名

つないで増やせる分別用ペール。

風にも強く外れにくいジョイント構造。

４４５８５８ＢＳＤＢＯ　ジョイント　３３Ｌ 327×340×513Ｈ

４４５８３４

４４５８７２

４４５６７４

４４５６５０

品名 商品サイズ(mm)

ペダルペール　Ｓ－２０ 242×385×473Ｈ

４４５６１２

４４５６３６

（４９７３２３０）

コーラルピンク レトロブルー マスタード ダークブラウン 

手を使わずに簡単にゴミを捨てれる、   

足踏みタイプです。 



ラクゴロシリーズに新アイテム、スベリ止め付きで新発売！

■ラクゴロ　Ｓ ■ラクゴロ　Ｍ

　　■ 入数　36　(12×3）     ■ 入数　24　（12×2）

　　■ カラー：ベージュ　ダークブラウン     ■ カラー：ベージュ　ダークブラウン

　　■ サイズ：251×251×68Ｈ(mm)     ■ サイズ：301×301×68Ｈ(mm)

　　■ ＪＡＮ　　（４９７３２３０）

　　   ベージュ　　　　４０３８４１ 　    ベージュ　　　　４０３９４０　

　　   ダークブラウン　４０３８８９ 　    ダークブラウン　４０３９８８

■ラクゴロ　Ｌ　（長方形）

　  ■ 入数　24　（12×2）

　  ■ カラー：ベージュ　ダークブラウン

　  ■ サイズ：412×282×68Ｈ(mm)

■ラクゴロ　ＬＬ　（長方形）

　  ■ 入数　16　（8×2）     　■ ＪＡＮ   　 （４９７３２３０）

　  ■ カラー：ベージュ　ダークブラウン　　    ベージュ　　　　４２５０４１

　  ■ サイズ：502×342×77Ｈ(mm)         　ダークブラウン　４２５０８９

    ■ ＪＡＮ　　（４９７３２３０）

固定して使用でき安全です。　

　　　　  お掃除もラクラク！

　　　ベージュ　　　　４０５２４１

　　　ダークブラウン　４０５２８９

　　■ ＪＡＮ　　（４９７３２３０）

耐荷重：２０ｋｇ 耐荷重：２０ｋｇ 

耐荷重：２８ｋｇ 

耐荷重：２８ｋｇ 

上に載せた物がズレ落ちな

い、安心のスベリ止め防止

シート付きです。 
 

お好みで、お好きな場所に

貼ってお使いいただけます。 



●シンクセルト　暮らしをもっとカラフルに！
材質：本体／ＰＰ　

・Ｂ５ファイルサイズ

入数
ピンク ５０５８４１
グリーン ５０５８２７
ブラウン ５０５８７２

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４５４７８８３）

シンクセルト　Ｂ５‐Ｆ ２４０×３２６×１５５ ２０

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ   



・Ａ４サイズ

入数
ピンク ５０６１４５
グリーン ５０６１２１
ブラウン ５０６１７６

・Ａ４ファイルサイズ

入数
ピンク ５０５９４０
グリーン ５０５９２６
ブラウン ５０５９７１

・Ｂ４ファイルサイズ

入数
ピンク ５０６０４６
グリーン ５０６０２２
ブラウン ５０６０７７

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４５４７８８３）

シンクセルト　Ａ４ ２５８×３６９×１９０ １２

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４５４７８８３）

シンクセルト　Ａ４‐Ｆ ３０２×４００×１９０ １２

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４５４７８８３）

シンクセルト　Ｂ４‐Ｆ ３２１×４２５×２０１ １２



●ストッキーシリーズに新アイテムが新発売！

・ＳＣ‐１０２・ＳＣ‐２００はカラーボックスにもピッタリ入ります
・ジョイントパーツ４ヶ付で２個３個と上置きでの積重ねを４ヶ所でしっかり固定できます。
・ＳＣ‐１０２の上段はＡ５サイズが入る引出が２個と下段の引出にはＡ４クリアーファイルが入ります。
・ＳＣ‐２００はＡ４クリアーファイルが入る引き出しが２段タイプです。

                ■ ストッキー ＳＣ‐１０２
　　　　　　  ■ 入数　９
　　　　　　  ■ カラー　ホワイト
　　　　　　  ■ サイズ：385×265×260Ｈ

４個のジョイントパーツで
積重ねの固定ができます。

ＳＣ‐２００

                 ■ ストッキー ＳＣ‐２００

　　　　　　  ■ カラー　ホワイト

　　　　　　  ■ ＪＡＮ 4973230-435668

ＳＣ‐１０２

　　　　　　  ■ 入数　９

　　　　　　  ■ サイズ：385×265×260Ｈ
　　　　　　  ■ ＪＡＮ 4973230-435767

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ   



●ストッキーシリーズに新アイテムＡ５サイズが４点新発売！

■ストッキー ＳＡ‐５１０ 　　　　■ストッキー ＳＡ‐５０３ 　　　■ストッキー ＳＡ‐５１２
　　■ 入数　36 ■ 入数　24 　　　　　■ 入数　24
　　■ カラー　ホワイト ■ カラー　ホワイト 　　　　　■ カラー　ホワイト
　　■ サイズ：192×265×99Ｈ ■ サイズ：192×265×192Ｈ 　　　　　■ サイズ：192×265×218Ｈ
　　■ ＪＡＮ　4973230-435262 　　　　　■ ＪＡＮ　4973230-435361

■５１０ は深型１段
■５０３ は浅型３段
■５１２ は浅型２段・深型１段の３段
■５３０ は深型３段

■ストッキー ＳＡ‐５３０
　　■ 入数　16
　　■ カラー　ホワイト
　　■ サイズ：192×265×270Ｈ
　　■ ＪＡＮ　4973230-435460

                 ■ストッキー ＳＡ‐４３０
  ■ 入数　16  ■ 入数　16
  ■ サイズ：264×349×150Ｈ  ■ サイズ：264×349×413Ｈ

 ■ カラー　ホワイト
  ■ ＪＡＮ　4973230-435460  ■ ＪＡＮ　4973230-435460

　　　●ストッキーシリーズにＡ４サイズが２点追加で新発売！

■ストッキー ＳＡ‐４１０

  ■ カラー　ホワイト

■ ＪＡＮ　4973230-435163

　　　■４１０ は深型１段 ■４３０ は深型３段

※ストッキーＡ４サイズの従来タイプはカタログ８Ｐをご確認下さい。





入数

　　　ワインレッド　３９９１１３

　　　ネイビー　　　３９９１５１

　　　ブラウン　　　３９９１７５

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４９７３２３０）

Ｂｏｃｃａ 浅型 ３９２３ 約３９０×３６５×２３３ 1４

クローゼット内での衣類整理にも使い勝手が最高！ 洗面所でのタオルや小物入れに。

別売りのキャスターを取り付けて移動もラクラク！



入数

　　　ワインレッド　３９９２１２

　　　ネイビー　　　３９９２５０

　　　ブラウン　　　３９９２７４

Ｂｏｃｃａ 深型 ３９３０ 約３９０×３６５×３０８ 1２

出し入れしやすい上から下への開閉フタ 別売りのキャスターを取り付けて移動もラクラク！

浅型と深型の組み合わせも可能です。

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４９７３２３０）



ＢＯＣＣＡシリーズに3個組が新登場。

BOCCA３個組

　　　前面がフラットなので　

　　　見栄えスッキリ開放感



１セット

商品サイズ(mm)

390×365×715

ＢＯＣＣＡ　深型　3個組

ダークブラウン 4973230001627

ネイビー 49732303988574973230398819ワインレッド

ＪＡＮコード

商品名

ＢＯＣＣＡ　浅型　3個組

（キャスター付き）

入数

4973230398918

ダークブラウン 4973230398970

ネイビー 4973230398956

ＪＡＮコード

ワインレッド

入数

１セット

商品サイズ(mm)

390×365×938

商品名

（キャスター付き）

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



●ランドセルラック
材質：本体／ＰＰ　

子供部屋・リビングでも活躍。またランドセル置き以外にも使えますので使用場所はあなた次第。

・Ａ４クリアファイルサイズ

・ラックＬ型２段Ｌ浅型１段（キャスター付）

入数
ピンク ４３３４４２
ブルー ４３３４５９
ベージュ ４３３４７３

品名 商品サイズ（mm） ＪＡＮコード（４９７３２３０）

ＲＬ‐２１ ３６３×２８８×８８３ ４

 Accessory   storing  



●ルーチェワゴンシリーズに新カラー、オフホワイトが新発売！

天板付きでキッチン・

サニタリーなど様々な

シーンで大活躍です。

豊富なサイズバリエーションが、様々なシーンで大活躍。

超スリムながら

２Lペットボトルが

５本収納できます。

超スリムタイプな

天板付きワゴン。

商品サイズ（ｍｍ）

152×499×654Ｈ

キッチンのちょっとしたスペースを
有効活用！！

取り出しラクラクキャスター付き。
スタンダードな

ワゴンです。

スリムタイプ。

幅　約285ｍｍ

幅　約220ｍｍ 幅　約220ｍｍ
使い勝手の良い

大活躍な多段ワゴン。

様々なシーンで

幅　約152ｍｍ

ＪＡＮコード

4973230409799

品名

ルーチェワゴン　ＴＰＷ－１２３１

カラー

オフホワイト

入数

9

商品サイズ（ｍｍ）

152×499×874Ｈ

ＪＡＮコード

4973230409898

オフホワイト

入数

12

49732304046954973230404596

品名

ルーチェワゴン　ＴＰＷ－１１２１

カラー

幅　約152ｍｍ

ＪＡＮコード

品名

ルーチェワゴン　ＴＳＷ－３１

カラー

オフホワイト

商品サイズ（ｍｍ）

220×470×947Ｈ

入数

6

ＪＡＮコード

商品サイズ（ｍｍ）

220×470×677Ｈ

入数

9

　キッチンやリビング、サニタリーの整理に便利なテーブル付ワゴン。

品名

ルーチェワゴン　ＴＭ－２１

カラー

オフホワイト

入数

9

商品サイズ（ｍｍ）

285×390×677Ｈ

ＪＡＮコード

4973230404190

品名

ルーチェワゴン　ＴＳＷ－２１

カラー

オフホワイト

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



●クラリッチがホワイトとダークブラウンの２色で新発売！

■　品名

■　商品サイズ(mm)　  　

引出し内寸

903mm

■　入数

■　カラー

■　ＪＡＮコード

480ｍｍ

345ｍｍ

■　品名

■　商品サイズ(mm)

864mm ■　入数

■　カラー

■　ＪＡＮコード

410mm

543mm

　　ホワイト

（４９７３２３０）

５０９８７１

５０９８６４

　　　ダークブラウン

　　　ホワイト

　　　ダークブラウン

　　　ホワイトダークブラウン

ダークブラウン　ホワイト

約543×410×864Ｈ

ホワイト

　　　　　　（コロ付き）

2

　　　（キャスター付き）

2

ダークブラウン　ホワイト

引出し内寸　 約490×360×180H

約345×480×903Ｈ

５０９７６５

約295×440×180H

幅34.5ｃｍのスリムでも奥行48ｃｍの大容量

Ｂ４クリアーファイルがラクラク入るサイズです。

リーズナブルでインテリア性の高い収納ケース

クラリッチ　５４　4段

クラリッチ　３５　4段

幅５４ｃｍのワイドサイズ
Ｙシャツやセーターが２列並べて収納可能。

                 引出はコロ付なので開閉ラクラク！　移動に便利なコロ付（前後用）です。

ダークブラウン

（４９７３２３０）

５０９７７２

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



アクティーシリーズにクローゼットサイズ、アクティーボックス５６型が新発売！

　クローゼット内にピッタリサイズ

　コロ付きで出し入れラクラク

　積み重ねＯＫ！

　押し入れ内にピッタリサイズ

　コロ付きで出し入れラクラク

　積み重ねＯＫ！

品名 商品サイズ(mm)

内寸 約300×420×265

品名 商品サイズ(mm)

10 4547883510128

アクティーボックス５６型 約400×558×315

入数 ＪＡＮコード

セーターなら約７～８枚収納できます。

8 4547883510081
押し入れ半間に２列並べて収まります。

入数 ＪＡＮコード

アクティーボックス X型 約400×740×315

内寸 約300×595×265

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  



●玄関収納・シューズストレージＫ－５１新発売！

■　品名

■　商品サイズ

■　入数

■　カラー

■　ＪＡＮコード

ベージュ ブラウン

シューズストレージ　Ｋ－５１

ベージュ　　ブラウン

ブラウン ３９８４８２

３９８４７５ベージュ

305×305×897Ｈ(mm)

（４９７３２３０）

12

Ｖａｒｉａｔｉｏｎ  


