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繰り返し使えるお掃除ウェット

おそうじぞうきん
商品仕様

水、除菌剤、防腐剤、保湿剤、界面活性剤成分

W210×H125 mmサイズ
約W200×H300 mm本体サイズ
スパンレース不織布 45g/㎡( メッシュタイプ )
レーヨン、ポリエステル

原紙

10 枚枚数

繰り返し使えるお掃除ウェット

キッチンふきん
商品仕様

水、除菌剤、防腐剤、保湿剤、界面活性剤成分

W210×H125 mmサイズ
約W200×H300 mm本体サイズ
スパンレース不織布 45g/㎡( メッシュタイプ )
レーヨン、ポリエステル

原紙

10 枚枚数

印刷範囲
フラップサイズ W120×H55 mm

最小ロット 1,000 個
4 色印刷

キッチン周りのちょっとした汚れ落としに！
洗って繰り返し使えて、除菌効果もあるおそうじクロスです

身の回りのちょっとした汚れ落としに！
洗って繰り返し使えて、除菌効果もあるおそうじクロスです

オリジナルフラップ作成できます

印刷範囲

オリジナルフラップ作成できますお掃除アイテム

防災アイテム

シート型洗濯洗剤

フラップサイズ W120×H55 mm

最小ロット 1,000 個
4 色印刷
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OP 袋
OP袋

水なしでボディスッキリ！

手袋からだふき
商品仕様

水、PG、アロエエキス、
ウンシュウミカン果皮エキス、防腐剤

成分

W160×H220×D28 mmサイズ
約W250×H250 mm手袋サイズ

8枚枚数

非常時の備えに！

携帯ミニトイレ
商品仕様

ポリエチレン、高分子吸水樹脂成分

W160×H110×D5 mmサイズ
W155×H235 mm本体サイズ

1枚枚数
尿凝固剤入り蓄尿袋セット内容
600ml容量

マスキングテープの
使い方はこちら→

シート型洗濯洗剤の
使い方はこちら→

# 予防そうじに最適！

抗菌和紙マスキングテープ
商品仕様

15mm巾×7m巻、無地マスキング
W50×H85 mmサイズ

出張・旅行のお供に

シート型洗濯洗剤
商品仕様

8 枚枚数

W82×H52 mmシートサイズ
W110×H180 mmサイズ

中性液性
衣料品用用途

2枚枚数

W82×H52 mmシートサイズ
W110×H105 mmサイズ

弱アルカリ性液性
綿、麻、合成繊維用用途

封入

封入

封入

オリジナルラベル 作成できます

封入

OP 袋
ラベルサイズ W160×H220 mm

最小ロット 500 セット
4色印刷

オリジナルラベル 作成できます

封入

OP 袋

ラベルサイズ W297×H103 mm

最小ロット 1,000 セット
4色印刷

台紙サイズ W50×H(27+17+85+84) mm

最小ロット 1,000 セット
4色印刷

ラベルサイズ W110×H180 mm
8 枚入り

最小ロット 100 セット
4色印刷

ラベルサイズ W110×H105 mm
2 枚入り

最小ロット 1,000 セット
4色印刷

キッチンの水まわりや油分の多い
コンロまわりなどに貼ると効果的です　

小さくどこでもご使用になれます

洗い流さずに、
細かいところまでしっかり拭けます

旅行や出張・合宿などに
必要な分だけちぎって使えます

オリジナルラベル 作成できます

オリジナル台紙 作成できます

OP 袋

印刷範囲

無香料香り
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水なしで頭スッキリ！

手袋シャンプー

成分 水、PG、ウンシュウミカン果皮エキス、クエン酸、
安息香酸 Na、ラウリン酸スクロース、
シクロデキストリン、ポリアミノプロピルビグアニド、
ラウリルトリモニウムクロリド、メントール、香料

商品仕様
W150×H220×D20 mmサイズ
約W250×H250 mm手袋サイズ

5枚枚数
フルーティフローラル香り

水なしでお口スッキリ！

フィンガーウェッティ
商品仕様

成分 水、PG、ベタイン、PEG-60 水添ヒマシ油、
グリセリン、ヒアルロン酸 Na、メントール、
キシリトール、サッカリンNa、グリチルリチン酸2K、
クエン酸、クエン酸Na、セチルピリジニウムクロリド、
安息香酸 Na、メチルパラベン、エチルパラベン、
ブチルパラベン

W150×H210×D40 mmサイズ

春グッズ 既製品
サイズ

手袋からだ拭き W160×H220×D28 mm

W160×H110×D5 mm

W110×H105 mm

W110×H180 mm

W210×H125 mm

W210×H125 mm

シート型洗濯洗剤 8 枚入り

キッチンふきん

最小ロット

48

2,000

200

480

200

ケース入数

24

200

2,000

48

100

100200おそうじぞうきん

シート型洗濯洗剤 2 枚入り

携帯ミニトイレ

手袋シャンプー W150×H220×D20 mm 48 24

フィンガーウェッティ W150×H210×D40 mm 48 24

オリジナルラベル 作成できます

封入

OP 袋
ラベルサイズ W150×H210 mm

最小ロット 500 セット
4色印刷

洗い流さずに、
頭皮までしっかり拭けます

水分たっぷりなので、水のない場所や外出時に便利です

オリジナルラベル 作成できます

封入

OP 袋
ラベルサイズ W150×H220 mm

最小ロット 500 セット
4色印刷

香り 無香料、ノンアルコール、ヒアルロン酸 ( 湿潤剤 )、
キシリトール (甘味剤 )、メントール (清涼剤 )配合

60 枚枚数
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お問い合わせ


