
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特別卸ｾｰﾙ商品(2023/1) 
 



 

＜2023/1/16＞                                                            - 1 -        村上商事株式会社  TEL 0575-24-1717 FAX 0575-22-3399 WEB https://murakamishoji.com  

＜特別卸ｾｰﾙ商品＞ ～ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ様向けの数量限定ｾｰﾙ用卸商材です。予定数量がなくなり次第終了となります。～ 
コード MU-1852 MU-7603 MU-2585 MU-7000 

商品 

RGBLUE ｼｽﾃﾑ 03 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｶﾗｰ(旧ﾓﾃﾞﾙ) RGBLUE ｼｽﾃﾑ 03 ｽｰﾊﾟｰﾅﾁｭﾗﾙｶﾗｰ(旧ﾓﾃﾞﾙ) AL07 LED ﾗｲﾄ UK SL4eLED L1 UV-455 

    
参考上代 \ 90,000 / 10%OFF 

販売終了 
\ 8,500 / 60%OFF \ 17,000 / 60%OFF 

特価上代 ¥81,000 (税込¥89,100) ¥3,400 (税込¥3,740) ¥6,800 (税込¥7,480) 
カタログ/数量 P-83(2020) / まもなく終了 P-47(2022)/ 在庫あり P-42(2022)/ 在庫残少 

備考 
照射角度:100° 全光束:2600 ﾙｰﾒﾝ  

色温度・演色性:5000K/Ra80陸上 570g/水中 240g 
耐圧水深:100M IPX8（JIS 保護等級 8) 

照射角度:100° 全光束:2600 ﾙｰﾒﾝ  

色温度・演色性:5000K/Ra95陸上 570g/水中 240g 
耐圧水深:100M IPX8（JIS 保護等級 8) 

光量:220 ﾙｰﾒﾝ 照射角 14 度 

単 2電池×3本 点灯時間 約 8時間 

45×160mm  耐圧水深 60m 

強い照射力で,白昼の珊瑚に当てても色の変化が楽しめ

るUKのﾌﾞﾙｰﾗｲﾄ。付属の拡散ﾌｨﾙﾀｰでｽﾎﾟｯﾄ,ﾜｲﾄﾞ光に

変更可能。ｲｴﾛｰﾌｨﾙﾀｰを使用してお楽しみください。 

 
コード MU-7090 MU-6780 MU-2128 MU-1464 

商品 

KELDAN Video 8X CRI82 15,000 ﾙｰﾒﾝ UK Pro POV ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟｯｸ INTOVA 防水ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ Sport Lighting System UK ﾐﾆﾎﾟｹｯﾄﾗｲﾄ 

   
 

参考上代 
販売終了 

\ 39,800 / 30%OFF 
販売終了 販売終了 特価上代 ¥27,860 (税込¥30,646) 

カタログ/数量 P-88(2022)/まもなく終了 

備考 

光束:15000ﾙｰﾒﾝ CRI(演色):82 光量調整:9段階  

照射角:110 度 色温度:5600K 点灯時間:40～

1400 分 充電時間:3～4時間 耐圧水深:200m 

ｻｲｽﾞ:72×235 mm 重量:870g (水中 320g） 

GoPro 用ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑのｾｯﾄです。 

ｾｯﾄ内容: UK ｱｸｱﾗｲﾄ Pro 100（超小型充電式ﾗｲ

ﾄ,1200 ﾙｰﾒﾝ,ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ 100 度）+ Flex Grip 

Video Arm+ POV40 Hard Case 

多機能ﾓｼﾞｭﾗｰﾗｲﾄﾍｯﾄﾞ。ﾋﾞｰﾑ角度調整可能。 

光束:250 ﾙｰﾒﾝ  光量調整:2段階 色温度:6000～

6500K 点灯時間:最大 2.5 時間 耐圧水深:100m 

1.13w ﾊｲﾊﾟﾜｰｾﾞﾉﾝ球 

点灯時間:2～2.5 時間 単 4電池×2本 

ｻｲｽﾞ:18.5×27.5×72.5mm 45g 耐圧水深:10m 
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＜特別卸ｾｰﾙ商品＞ ～ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ様向けの数量限定ｾｰﾙ用卸商材です。予定数量がなくなり次第終了となります。～ 
コード MU-1983 MU-1775 MU-3330 MU-3331 

商品 

OCTOMASK (FreeDiverClear) Deeper ﾜｲﾔﾚｽｽﾏｰﾄ魚群探知機 KODAK PIXPRO SP360 ｱｸｼｮﾝｶﾒﾗ KODAK PIXPRO SP360 防水ｹｰｽ WPH01 

 
 

  
参考上代 \ 15,000 / 60%OFF 

販売終了 販売終了 販売終了 特価上代 ¥6,000 (税込¥6,600) 
カタログ/数量 P-89(2022)/ 在庫あり 

備考 
各種 GoPro・AEE MagiCam SD21/S71 を装着で

きます。視線に取り付けでｺﾂいらずの撮影。水中でのﾍｯ

ﾄﾞﾏｳﾝﾄならこれ︕※ GoPro 本体は別売りです。 

Deeper は、iPhone やｽﾏｰﾄﾌｫﾝのﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲをﾓﾆﾀｰに

使う水面下 0.5 m～40 m の水深で動作する小型ｿﾅｰ

です。 ｻｲｽﾞ:直径 65mm 重量:100g 

水平方向 360°撮影できるｱｸｼｮﾝｶﾒﾗ。撮影ﾃﾞｰﾀを

360°VR動画や,撮影後にﾋﾞｭｰﾓｰﾄﾞを変えて観ることが

できます。ﾌﾙ HD画質で撮影できるﾓﾃﾞﾙです。 

KODAK PIXPRO SP360 専用防水ｹｰｽです。 

水深 60m、防護ｶﾊﾞｰ付属 

 
コード MU-1368 MU-2718 MU-6912 MU-6733 

商品 

ﾀﾞｲﾌﾞﾌﾗｯｸﾞ ｶｰﾏｯﾄ ﾀﾞｲﾌﾞﾌﾗｯｸﾞ ﾄﾞｱﾏｯﾄ ディカパックW-D5A ディカパックW-D7 

   
    

参考上代 \ 5,000 / 30%OFF 
販売終了 

\ 4,800 / 30%OFF \ 3,800 / 30%OFF 
特価上代 ¥3,500 (税込¥3,850) ¥3,360 (税込¥3,696) ¥2,660 (税込¥2,926) 
カタログ/数量 在庫残少 P-65(2022)/在庫残少 P-65(2022)/在庫残少 

備考 
ﾀﾞｲﾌﾞﾌﾗｯｸﾞ柄のｶｰﾏｯﾄです。 

ｻｲｽﾞ:44×68cm 

ﾀﾞｲﾌﾞﾌﾗｯｸﾞ柄のﾄﾞｱﾏｯﾄです。 

ｻｲｽﾞ:60×45cm 

ｻｲｽﾞ: W190 × H130 mm 重量: 110 g     

付属品: 専用ｽﾄﾗｯﾌﾟ 

ｻｲｽﾞ: W145 × H95 mm 重量: 48 g   

付属品: 専用ｽﾄﾗｯﾌﾟ 
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＜特別卸ｾｰﾙ商品＞ ～ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ様向けの数量限定ｾｰﾙ用卸商材です。予定数量がなくなり次第終了となります。～ 
コード MU-1531 MU-1532 MU-1583 MU-1588 

商品 

UNIDIVE COMBO2 ｺﾝﾎﾞｾｯﾄ UNIDIVE COMBO3 ｺﾝﾎﾞｾｯﾄ ﾜｲﾄﾞ UNIDIVE WM7101 ｼﾝｸﾞﾙﾚﾝｽﾞﾏｽｸ UNIDIVE WM7201 ﾀﾞﾌﾞﾙﾚﾝｽﾞﾏｽｸ 

  
  

参考上代 \ 5,500 / 50%OFF \ 5,500 / 50%OFF \ 10,000 / 50%OFF \ 10,000 / 50%OFF 
特価上代 ¥2,750 (税込¥3,025) ¥2,750 (税込¥3,025) ¥5,000 (税込¥5,500) ¥5,000 (税込¥5,500) 
カタログ/数量 P-7(2022)/ 在庫残少 P-7(2022)/ 在庫あり P-5(2022) /在庫残少 P-5(2022) /在庫残少 

備考 
ｽﾉｰｹﾘﾝｸﾞに必須なﾏｽｸとｽﾉｰｹﾙのお得なｾｯﾄ。 

ﾏｽｸは直線的ﾌﾚｰﾑﾃﾞｻﾞｲﾝのｺﾝﾊﾟｸﾄ２眼ﾀｲﾌﾟ。 

ｽﾉｰｹﾘﾝｸﾞに必須なﾏｽｸとｽﾉｰｹﾙのお得なｾｯﾄ。 

ﾏｽｸは広く明るい視界が魅力のﾜｲﾄﾞ 1 眼ﾀｲﾌﾟ。 

広く明るい視界が魅力の１眼ﾚﾝｽﾞ 

ﾊｰﾄﾞｹｰｽ付属 

直線的ﾌﾚｰﾑﾃﾞｻﾞｲﾝのｺﾝﾊﾟｸﾄﾏｽｸ 

ﾊｰﾄﾞｹｰｽ付属、度付きﾚﾝｽﾞ交換可能（M15） 

 
コード MU-1593 MU-1555 MU-1553 MU-1770 

商品 

UNIDIVE WM7301 ﾊﾟﾉﾗﾏﾏｽｸ I UNIDIVE GV503ｽﾘｰｼｰｽﾞﾝ用ﾏﾘﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ UNIDIVE GV501 ﾍﾞﾙｸﾛﾏﾘﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ ﾌﾘｰﾌﾞﾘｰｽﾞ Abyss ｼｭﾉｰｹﾙﾏｽｸ 

   
  

参考上代 \ 12,500 / 50%OFF \ 7,000 / 30%OFF \ 6,000 / 30%OFF \ 9,500 / 50%OFF 
特価上代 ¥6,250 (税込¥6,875) ¥4,900 (税込¥5,390) ¥4,200 (税込¥4,620) ¥4,750 (税込¥5,225) 
カタログ/数量 P-5(2022) /在庫残少 P-7(2022)/ 在庫あり P-7(2022)/ 在庫あり 在庫残少（色:GR のみ） 

備考 
3 眼ならではの開放感と広視界で迫力のﾊﾟﾉﾗﾏﾋﾞｭｰが

確保できます。ﾊｰﾄﾞｹｰｽ付属 

2mm ﾈｵﾌﾟﾚｰﾝ製 ﾌｧｽﾅｰ付ｱﾏﾗｸﾞﾛｰﾌﾞ 

ｻｲｽﾞ︓S,M,L,XL 

3mm ﾈｵﾌﾟﾚｰﾝ ﾍﾞﾙｸﾛ･ｸﾛｰｼﾞｬ付 

ｻｲｽﾞ︓S,M,L,XL 

口からも鼻からも楽に呼吸ができるﾌﾙﾌｪｲｽｼｭﾉｰｹﾙﾏｽｸ。 

180 度のﾊﾟﾉﾗﾏ視野。やわらかい医療用のｼﾘｺﾝｺﾞﾑ、 

防曇ｺｰﾃｨﾝｸﾞで曇りにくいﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄﾚﾝｽﾞを採用。 
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＜特別卸ｾｰﾙ商品＞ ～ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ様向けの数量限定ｾｰﾙ用卸商材です。予定数量がなくなり次第終了となります。～ 
コード MU-1579 MU-1894 MU-1581 MU-1582 

商品 

UNIDIVE WF7902 ﾗｳｽﾞﾌｨﾝ UNIDIVE WF7901 ｸｲｯｸﾘﾘｰｽﾊﾞｯｸﾙﾌｨﾝ UNIDIVE WF7905 ﾌﾙﾌｯﾄﾌｨﾝ UNIDIVE WF7905-Jﾌﾙﾌｯﾄﾌｨﾝｼﾞｭﾆｱ 

    

参考上代 \ 14,000 / 30%OFF \ 13,500 / 30%OFF \ 4,500 / 50%OFF \ 3,500 / 50%OFF 
特価上代 ¥9,800 (税込¥10,780) ¥9,450 (税込¥10,395) ¥2,250 (税込¥2,475) ¥1,750 (税込¥1,925) 
カタログ/数量 P-8(2022)/ 在庫残少 P-8(2022)/在庫残少 P-8(2022)/ 在庫あり P-8(2022)/ 在庫残少 

備考 

ﾌﾞﾚｰﾄﾞには強度、耐久性、耐候性にすぐれた EVA と

TPR を使用。柔軟性と弾力性もｱｯﾌﾟし、驚異的な推

進力が得られます。ｸｲｯｸﾘﾘｰｽﾊﾞｯｸﾙで簡単にﾌｨﾝの脱着

が可能です。 

ﾌﾞﾚｰﾄﾞには強度、耐久性、耐候性にすぐれた EVA と

TPR を使用。さらにｳﾚﾀﾝ素材をﾌﾟﾗｽし、優れた推進力

が得られます。ｸｲｯｸﾘﾘｰｽﾊﾞｯｸﾙで簡単にﾌｨﾝの脱着が可

能です。 

ﾌﾞﾚｰﾄﾞには強度、耐久性、耐候性にすぐれた EVA を

使用。ﾌｨﾝﾎﾟｹｯﾄにはｿﾌﾄﾗﾊﾞｰを使用、しっかりと素足がﾎ

ｰﾙﾄﾞされます。脚力に自信のない女性から、経験豊富な

ﾍﾞﾃﾗﾝﾀﾞｲﾊﾞｰまで、すべてのﾀﾞｲﾊﾞｰにｵｽｽﾒします。  

ﾌﾞﾚｰﾄﾞには強度、耐久性、耐候性にすぐれた EVA を

使用。ﾌｨﾝﾎﾟｹｯﾄにはｿﾌﾄﾗﾊﾞｰを使用、しっかりと素足がﾎ

ｰﾙﾄﾞ。脚力の小さなｼﾞｭﾆｱﾀﾞｲﾊﾞｰにおすすめです。 

 
コード MU-1576 MU-1603 MU-1604 MU-1605 

商品 

UNIDIVE WF7902J ｼﾞｭﾆｱ･ﾌﾟﾛﾌｨﾝ UNIDIVE WS7712 ｸﾘｽﾀﾙ ｽﾉｰｹﾙ UNIDIVE WS7721 ｸﾘｽﾀﾙﾌﾚｯｸｽｽﾉｰｹﾙ UNIDIVE WS7722 ｸﾘｽﾀﾙﾄﾞﾗｲﾄｯﾌﾟｽﾉｰｹﾙ 

    
参考上代 \ 2,400 / 30%OFF \5,000 / 50%OFF \6,000 / 50%OFF \ 7,000 / 50%OFF 
特価上代 ¥1,680 (税込¥1,848) ¥2,500 (税込¥2,750) ¥3,000 (税込¥3,300) ¥3,500 (税込¥3,850) 
カタログ/数量 P-8(2022)/ 在庫あり P-7(2022)/ 在庫あり P-7(2022)/ 在庫あり P-7(2022)/ 在庫あり 

備考 
ﾌﾞﾚｰﾄﾞには強度、耐久性、耐候性にすぐれた EVA を

使用。ﾌｨﾝﾎﾟｹｯﾄにはｿﾌﾄﾗﾊﾞｰを使用、しっかりと素足がﾎ

ｰﾙﾄﾞ。脚力の小さなｼﾞｭﾆｱﾀﾞｲﾊﾞｰにおすすめです。 

ﾊﾟｲﾌﾟ内径︓19.5mm 内容積︓135cc ﾊﾟｲﾌﾟ内径︓19.5mm 内容積︓145cc ﾊﾟｲﾌﾟ内径︓19.5mm 内容積︓145cc 
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＜特別卸ｾｰﾙ商品＞ ～ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ様向けの数量限定ｾｰﾙ用卸商材です。予定数量がなくなり次第終了となります。～ 
コード MU-2552 MU-2603 MU-3101 MU-2725 

商品 

GLO-GT ｸﾞﾛｰﾄｩｰﾌﾞ ｵﾘｼﾞﾅﾙ GLO-FX ｸﾞﾛｰﾄｩｰﾌﾞ FX7-ﾓｰﾄﾞ GLO-L1 ｸﾞﾛｰﾄｩｰﾌﾞﾘﾁｳﾑﾏﾙﾁﾌｧﾝｸｼｮﾝ GLO-FC ｸﾞﾛｰﾄｩｰﾌﾞﾌﾗｯｼｭｷｬｯﾌﾟ 

    
参考上代 \ 4,500 / 50%OFF \ 5,000 / 50%OFF \ 8,500 / 50%OFF \ 7,500 / 50%OFF 
特価上代 ¥2,250 (税込¥2,475) ¥2,500 (税込¥2,750) ¥4,250 (税込¥4,675) ¥3,750 (税込¥4,125) 
カタログ/数量 P-25(2022)/ 在庫あり P-25(2022)/ 在庫あり P-25(2022)/ 在庫あり P-25(2022)/ 在庫あり 

備考 

常灯ﾀｲﾌﾟ。米軍・海軍・海兵隊などで採用される高輝

度防水 LED ﾏｰｶｰ。漂流時のﾏｰｶｰ,ﾀﾞｲﾊﾞｰ識別,簡易

ﾌﾞｲ,潜水可能区域の識別などに有効。  

点灯:30 時間 12V-23A ｱﾙｶﾘ電池 70x19mm 34 g 

7種類の点灯ﾓｰﾄﾞ。米軍・海軍・海兵隊などで採用され

る高輝度防水 LED ﾏｰｶｰ。漂流時のﾏｰｶｰ,ﾀﾞｲﾊﾞｰ識

別,簡易ﾌﾞｲ,潜水可能区域の識別などに有効。  

点灯:30～80時間12V-23Aｱﾙｶﾘ電池70x19mm 34g 

11 種類の点灯ﾓｰﾄﾞ。米軍・海軍・海兵隊などで採用さ

れる高輝度防水 LED ﾏｰｶｰ。漂流時のﾏｰｶｰ,ﾀﾞｲﾊﾞｰ識

別,簡易ﾌﾞｲ,潜水可能区域の識別などに有効。  

点灯:40～100時間 CR123 ﾘﾁｳﾑ電池 82x24mm 60g 

強力ﾏｸﾞﾈｯﾄで金属部に取り付けることも可能な砲弾型

LED×6灯搭載のｷｬｯﾌﾟ型ﾌﾗｯｼｭ・ﾗｲﾄ。点滅点灯もで

き、周囲に自分の位置を知らせる安全ﾗｲﾄとしても活躍。

点灯 30～50時間 CR2032 電池 38×55mm 125g 

 
コード MU-2560  MU-2563 MU-2562 MU-0439 

商品 

GLO-CPK 用途別ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ GLO-ARC 拡張ﾗｲﾄｽﾀﾝﾄﾞ GLO-HS2 ﾏﾙﾁｸﾘｯﾌﾟ ｽｷｭｰﾊﾞﾛｯｸ 

       
参考上代 \ 1,200 / 50%OFF \ 1,000 / 50%OFF \ 1,200 / 50%OFF \ 2,800 / 40%OFF 
特価上代 ¥600 (税込¥660) ¥500 (税込¥550) ¥600 (税込¥660) ¥1,680 (税込¥1,848) 
カタログ/数量 P-25(2022)/ 在庫あり P-25(2022)/ 在庫あり P-25(2022)/ 在庫あり P-59(2022)/在庫残少 

備考 
ﾌﾟｯｼｭ・ﾎﾞﾀﾝ式(防滴)、回転式(防水)、ｽｷｭｰﾊﾞ用(防

水)の３種類のｷｬｯﾌﾟ・ｾｯﾄです。 

三角形の透明ゴム製の Glo-Toob 用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄです。 

本体部に取り付けることで、ｺﾛｺﾛと転がることを防止で

き、安定して置くことができます。 

Glo-Toob 純正ﾏﾙﾁ・ﾕｰｽ・ｸﾘｯﾌﾟです。 器材をまとめてﾛｰﾌﾟでひとまとめに出来ます。 

回転番号鍵。ﾜｲﾔｰｹｰﾌﾞﾙ約 92 ㎝ 
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＜特別卸ｾｰﾙ商品＞ ～ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ様向けの数量限定ｾｰﾙ用卸商材です。予定数量がなくなり次第終了となります。～ 
コード MU-7804 MU-1538 MU-1525(鋭先)/1526(平先) MU-1076 

商品 

SABIKNIFE1 半波刃 (旧ﾓﾃﾞﾙ) UNIDIVE DF602AT ﾁﾀﾆｳﾑﾅｲﾌ UK ﾌｼﾘｱ HYDRALLOY ﾅｲﾌ 3009 BC ﾅｲﾌ 

    

参考上代 \ 9,500 / 30%OFF \ 18,000 / 40%OFF \ 8,500 / 30%OFF 
販売終了 特価上代 ¥6,650 (税込¥7,315) ¥10,800 (税込¥11,880) ¥5,950 (税込¥6,545) 

カタログ/数量 まもなく終了 P-38(2022)/在庫残少 P-39(2022)/ 在庫あり 

備考 
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ材: H-1 鋼 ﾊﾝﾄﾞﾙ材:FRN 錆びに非常に強い

H-1 鋼を使用した包丁。刃は強靭で切れ味鋭く、刃持

ちも抜群。海、山ｷｬﾝﾌﾟ、釣りに最適です。 

ﾁﾀﾆｳﾑ製 Ti6AL-4V 全長:27cm 刃長:13 cm 

ﾁﾀﾝﾊﾝﾏｰ ｸｲｯｸｱｼﾞｬｽﾄｼｽﾃﾑ、ﾗﾊﾞｰｽﾄﾗｯﾌﾟ付属  

ｶﾗｰ:WT/BL/ BK/YL/RD 

新素材HYDRALLOÝ 製 全長:21cm刃長:9.5 cm 

付属:耐ｵｿﾞﾝ・ｸｲｯｸﾘﾘｰｽｽﾄﾗｯﾌﾟ BC 用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 

全長 19cm  刃長 8cm ｽﾃﾝﾚｽ製  

付属品︓BC ﾎｰｽ取り付けｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 

 
コード MU-2774 MU-1827 MU-5038 MU-2726 

商品 

RAPTOR ﾏﾙﾁﾊﾟｰﾊﾟｽ ｽﾃﾝﾚｽﾅｲﾌ ｽﾊﾟｲﾀﾞﾙｺ ﾆｭｰﾚｽｷｭｰｼﾞｭﾆｱ TM1080 ｽｸｰﾊﾞﾅｲﾌ ﾀﾞｲﾌﾞｳｪｲｽﾞ ﾀﾞｲﾊﾞｰﾅｲﾌ 7inch 

     

参考上代 \ 7,500 / 40%OFF \ 8,800 / 40%OFF \ 15,000 / 40%OFF 
販売終了 特価上代 ¥4,500 (税込¥4,950) ¥5,280 (税込¥5,808) ¥9,000 (税込¥9,900) 

カタログ/数量 P-39(2022)/ 在庫あり P-39(2022)/ 在庫あり P-41(2022)/ 在庫あり 

備考 
304 ｽﾃﾝﾚｽ製 全長︓18 cm 刃長︓9 cm 

BCD・中圧ﾎｰｽに取付可能 

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ材︓VG-10 鋼 ﾊﾝﾄﾞﾙ︓ｻﾞｲﾃﾙ 全長︓18. 2 

cm 刃長︓約 8 cm 先端を丸く削り落としたｼｰﾌﾟﾌｯﾄ

形状のﾅｲﾌ 

ｽﾃﾝﾚｽ製 全長︓21 cm 付属︓ﾜﾝﾀｯﾁｼｰｽ 持ち手に

ﾚﾝﾁ穴やﾌｯｸがついた、ﾒﾝﾃﾅﾝｽにも役立つ斬新なﾃﾞｻﾞｲﾝ

の多機能ﾅｲﾌです。 

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 170mm ﾅｲﾌ︓310ｍｍ 423g(726g ｹｰｽ

付き) 機能:缶切・ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ・のこ刃・ﾊﾝﾏｰ・  

ﾒｼﾞｬｰ・φ3 ｺｰﾄﾞ付き 特殊ｽﾃﾝﾚｽ鋼   
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＜特別卸ｾｰﾙ商品＞ ～ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ様向けの数量限定ｾｰﾙ用卸商材です。予定数量がなくなり次第終了となります。～ 
コード MU-2382 MU-0434 MU-2371 MU-0428 

商品 

[GP1607] ﾄﾞﾙﾌｨﾝｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ [GP5172] ﾄﾞﾙﾌｨﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ [GP1350] ﾄﾞﾙﾌｨﾝｻｰｸﾙｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ [GP5135] ﾌﾞﾗｽｼｯﾌﾟｱﾝｶｰﾍﾞﾙ 

 
   

参考上代 \ 3,000 / 50%OFF \ 2,500 / 50%OFF \ 3,500 / 50%OFF \ 8,400 / 50%OFF 
特価上代 ¥1,500 (税込¥1,650) ¥1,250 (税込¥1,375) ¥1,750 (税込¥1,925) ¥4,200 (税込¥4,620) 
カタログ/数量 在庫残少 在庫残少 在庫残少 在庫残少 

備考 
●11cm x 16cm ●7.5cm x 13cm ●高さ ︓8cm ●壁掛け用 

●直径約 12cm/高さ約 16.5cm 

 
コード MU-0436 MU-0429 MU-4451  MU-0559  

商品 

[GP5174] ﾄﾞﾙﾌｨﾝﾃｨｰﾗｲﾄｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ [GP5150] ﾄﾞﾙﾌｨﾝｷｰﾁｪｰﾝﾎﾙﾀﾞｰ ﾛｸﾞﾀﾝｸ ｱﾛﾏﾀﾝｸ [LR-71×7] ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾘﾄﾗｸﾀｰ 

  
  

参考上代 \ 1,500 / 50%OFF \ 1,000 / 50%OFF \ 1,800 / 30%OFF \ 4,300 / 50%OFF 
特価上代 ¥750 (税込¥825) ¥500 (税込¥550) ¥1,260 (税込¥1,386) ¥2,150 (税込¥2,365) 
カタログ/数量 在庫残少 在庫残少 P-75(2022)/ 在庫あり 在庫あり（色: BL・YL・GR・PK ） 

備考 
●6.5cm径 x 5cm  

●ｶﾞﾗｽ・しろめ製 

●6.5cm径 x 5cm  

●ｶﾞﾗｽ・しろめ製 

ｱﾛﾏｵｲﾙから得られる癒し効果を携帯するｱﾛﾏﾀﾝｸ。ﾈｯｸﾚｽにｽﾄﾗｯ

ﾌﾟに、車の中のｱｸｾｻﾘｰに,ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｱｲﾃﾑとしてｵｽｽﾒです。 

ひもﾀｲﾌﾟ ﾗｲﾝ長さ︓90cm 耐荷重︓400g まで 
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＜特別卸ｾｰﾙ商品＞ ～ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ様向けの数量限定ｾｰﾙ用卸商材です。予定数量がなくなり次第終了となります。～ 
コード MU-0563 MU-0560 MU-2834 MU-0543 

商品 

[LR-74×6] ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾐﾆﾘﾄﾗｸﾀｰ ﾌﾞﾗｽｽｲﾍﾞﾙ [LR-72×6] ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ HF ﾘﾄﾗｸﾀｰﾌﾞﾗｽｽｲﾍﾞﾙ [LR3509] HF ﾐﾆﾘﾄﾗｸﾀｰｺﾝｿｰﾙﾎﾙﾀﾞｰ [LR3101] ｵﾘｼﾞﾅﾙﾘﾄﾗｸﾀｰ/ｽｲﾍﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ 

  
 

  

参考上代 \ 3,800 / 50%OFF \ 4,800 / 50%OFF 
販売終了 

\ 4,500 / 50%OFF 
特価上代 ¥1,900 (税込¥2,090) ¥2,400 (税込¥2,640) ¥2,250 (税込¥2,475) 
カタログ/数量 在庫あり（色: GY(ｸﾞﾚｲ)・YL・GR・PK ） 在庫あり（色: BK・BL・YL・GR・PK ） 在庫あり（色: BK・BL・YL・GR・PK） 

備考 
ひもﾀｲﾌﾟ ﾗｲﾝ長さ︓62cm  耐荷重︓400g まで ひもﾀｲﾌﾟ ﾗｲﾝ長さ︓62cm 耐荷重︓1kg まで ﾜｲﾔｰ長さ 約 30cm ｻｲｽﾞ 約 17 ㎝ ﾗｲﾝ長さ︓約 90cm 耐荷重︓500g まで 

 
コード MU-1126  MU-0530 MU-0533 MU-2833 

商品 

[AR13C] ｽﾓｰﾙﾘﾄﾗｸﾀｰ [LR1200] ｽﾅｯﾋﾟｰｺｲﾙ Ⅱ [LR2101] ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟﾗﾝﾔｰﾄﾞ [LR2212]ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞｺﾈｸﾀｰ SS ｹﾞｰﾄｽｲﾍﾞﾙ 

 
 

  

参考上代 \ 3,000 / 50%OFF \ 3,200 / 50%OFF \ 1,800 / 50%OFF \ 1,500 / 50%OFF 
特価上代 ¥1,500 (税込¥1,650) ¥1,600 (税込¥1,760) ¥900 (税込¥990) ¥750 (税込¥825) 
カタログ/数量 在庫あり 在庫あり（色: BK,BL,GN,PU,PK,YL） 在庫あり（色: BK,BL,GN,PU,PK,YL） 在庫あり（色:BL,YL,PK,PU,GR,RD,SV,OG） 

備考 
ﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ ﾗｲﾝ 42cm  耐荷重︓400g ｻｲｽﾞ: 約 25 ㎝  ﾒｽﾊﾞｯｸﾙ ﾀｲﾌﾟ ｻｲｽﾞ: 約 25 ㎝ ｻｲｽﾞ: 約 12.5 ㎝ 
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＜特別卸ｾｰﾙ商品＞ ～ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ様向けの数量限定ｾｰﾙ用卸商材です。予定数量がなくなり次第終了となります。～ 
コード MU-7803 MU-1063(L) / MU-1083(S) MU-7060 MU-7059 

商品 

TRIDENT [TA60] ﾀﾝｸﾈｯﾄ ﾎｰｽﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ L / ﾎｰｽﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ S [AR72F] ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ DIN ｷｬｯﾌﾟ [AR72M] DIN ﾊﾞﾙﾌﾞｷｬｯﾌﾟ 

 
  

 

参考上代 \ 1,200 / 30%OFF \ 700 / 50%OFF \ 500 / 30%OFF \ 500 / 30%OFF 
特価上代 ¥840 (税込¥924) ¥350 (税込¥385) ¥350 (税込¥385) ¥350 (税込¥385) 
カタログ/数量 在庫あり（色: BK のみ） 在庫あり 在庫あり 在庫あり 

備考 
ｻｲｽﾞ:550mm ﾀﾝｸへの傷を防止することが出来ます。 

10L / 12L ｱﾙﾐ/ ｽﾁｰﾙﾀﾝｸ装着可能。 

ﾎｰｽﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ L : 15mm径  

ﾎｰｽﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ S : 13mm径   

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 

ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ DIN ﾀｲﾌﾟの保護ｷｬｯﾌﾟ 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 

ﾀﾝｸ DIN ﾊﾞﾙﾌﾞの保護ｷｬｯﾌﾟ 

 
コード MU-7081 MU-2787 MU-3848 MU-0675 

商品 

[MP950] ﾌｨｯﾄﾈｽﾏｳｽﾋﾟｰｽ BK [D612] ﾀﾞｲﾌﾞｱﾗｰﾄ ｴｱｿｰｽ [AT07] ｽｸｰﾊﾞﾗｯﾄﾗｰ ﾘｽﾄｽﾄﾗｯﾌﾟ[S,M,ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ,ﾜｲﾄﾞ] 

    

参考上代 \ 3,500 / 20%OFF \ 12,500 / 40%OFF \ 3,600 / 40%OFF \ 1,000 / 50%OFF 
特価上代 ¥2,800 (税込¥3,080) ¥7,500 (税込¥8,250) ¥2,160 (税込¥2,376) ¥500 (税込¥550) 
カタログ/数量 在庫あり（色: BK のみ） 在庫あり 在庫あり 在庫あり（色: BK,BL,PK,GR,RD） 

備考 

熱湯に漬けて成形し、形を合わせられるﾏｳｽﾋﾟｰｽ。 

一つ一つの歯型に適合する筐体を形成し、ﾚｷﾞｭﾚｰﾀを安

定して固定できます。 

水面専用ｴｱﾎｰﾝ  対応ｺﾈｸﾀｰ︓SeaQuest ｴｱｿｰｽ 

Apeks ｵｸﾄﾊﾟｽ、Zeagle ｵｸﾄﾊﾟｽ、ﾌﾞｯｼｬｰﾍﾞﾝﾁｭﾘ 

U.S.Drivers Air Mic、ｵｰｼｬﾆｯｸ ・ｴｱｰＸＳ 

ｽﾃﾝﾚｽ製 全長 15cm ﾗﾝﾔｰﾄﾞ付き  

ﾊﾞﾃﾞｨ同士の合図に便利 

時計・ﾀﾞｲﾌﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰなど、手首に取り付けるｻｲｽﾞのﾍﾞ

ﾙｸﾛｽﾄﾗｯﾌﾟです。 

S ｻｲｽﾞ (2.5x21cm)、M ｻｲｽﾞ (2.5x22cm) 

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(2.5x22.5cm)、ﾜｲﾄﾞ(3.5×22 cm) 
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＜特別卸ｾｰﾙ商品＞ ～ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ様向けの数量限定ｾｰﾙ用卸商材です。予定数量がなくなり次第終了となります。～ 
コード MU-7008 MU-2849 MU-7056 MU-1008 

商品 

ST Dory ST Breathable Dry Ruck ST FF Pouch CDMAX PL17-100B ｱｸｱﾌﾘｰ防水ﾊﾞｯｸﾞ 

      

参考上代 \ 2,300 / 23%OFF \ 9,800 / 30%OFF 
販売終了 

\ 3,000 / 40%OFF 
特価上代 ¥1,771 (税込¥1,948) ¥6,860 (税込¥7,546) ¥1,800 (税込¥1,980) 
カタログ/数量 P-48(2022)/ 在庫あり P-50(2018) / まもなく終了 P-11(2022)/ 在庫あり 

備考 
ｻｲｽﾞ:350×350×200mm  

素材:ﾀｰﾎﾟﾘﾝ 

 

ｺﾝﾊﾟｸﾄでかつ高機能なﾘｭｯｸ｡固定ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾗｯﾌﾟ付き｡ 

ﾍﾞｰｽｷｬﾝﾌﾟからのｻｲﾄﾞﾄﾘｯﾌﾟに適しています｡ 

ｻｲｽﾞ: 340×430×140mm 容量: 20 ℓ 素材:ﾅｲﾛﾝ  

ｻｰﾌｨﾝやﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞのｳｪｯﾄｽｰﾂ素材として用いられる「ﾈｵ

ﾌﾟﾚｰﾝ素材」製のﾎﾟｰﾁ。D ﾘﾝｸﾞと魚の形のﾂﾏﾐが付いて

います。ｻｲｽﾞ :14×11cm 素材:ﾈｵﾌﾟﾚｰﾝ 

ｼﾞｯﾌﾟﾛｯｸﾌｧｽﾅｰ付で水の進入を防止する防水ﾊﾞｯｸﾞ。 

ﾌｧｰｽﾄｴｲﾄﾞ用 (A)・無地(B)の２種類 

外寸︓19 x 26 cm（片面） 

 
コード MU-1547 MU-0880 MU-1463 [ﾌｫｰﾑなし] / MU-2422 [ﾌｫｰﾑあり] MU-0487 

商品 

UNIDIVE GB801 ﾍﾋﾞｰﾃﾞｭｰﾃｨｷﾞｱﾊﾞｯｸﾞ RGB54 ｽｰﾊﾟｰﾒｯｼｭ･ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ UK609 ﾄﾞﾗｲｹｰｽ DB0100 ｵｯﾀｰﾎﾞｯｸｽ 

 
   

参考上代 \ 19,500 / 40%OFF \ 7,000 / 40%OFF \ 8,000 [ﾌｫｰﾑなし] /\ 9,500 [ﾌｫｰﾑあり] \ 2,200 / 30%OFF 
特価上代 ¥11,700 (税込¥12,870) ¥4,200 (税込¥4,620) ¥5,600 (税込¥6,160)/¥6,650 (税込¥7,315) ¥1,540 (税込¥1,694) 
カタログ/数量 P-11(2022)/ 在庫残少 P-11(2022)/ 在庫あり 在庫あり(色:BK,BL） 在庫あり 

備考 

ﾌﾙ器材収納可能な大型ｷﾞｱﾊﾞｯｸﾞ 

材質:840D ﾅｲﾛﾝ製 ｼﾞｯﾊﾟｰ付ﾌｨﾝ収納ﾎﾟｹｯﾄ付 ・ 

ｻｲｽﾞ:720 × 320 × 350 mm  

ﾌﾙ器材収納可能な大型で、背負うこともできるﾒｯｼｭﾘｭｯ

ｸﾊﾞｯｸ 

ｻｲｽﾞ: 高さ 650× 底直径 380mm 

折畳時︓220×250×90mm 

耐衝撃性に優れる ABS樹脂で成形、水密性と防塵性を備

えた O ﾘﾝｸﾞｼｰﾙを採用し、傷やへこみ、腐食に強く、非常に

丈夫です。ﾎﾞｰﾄや自動車のﾂｰﾙｷｯﾄ、ﾎﾋﾞｰ用ｱｸｾｻﾘｰ、救急

箱などに最適。外寸︓23.9 x18.3x15.7 cm 1.1 ㎏ 

対衝撃性に優れた素材で成形、内蔵のＯﾘﾝｸﾞで塩・空気・

水・砂やﾁリから収納物を確実に保護。ｲﾔﾎﾝやｱｸｾｻﾘｰなどの

小物を入れるのに適したｻｲｽﾞのｺﾝﾊﾟｸﾄな防水ﾎﾞｯｸｽです。 

外寸:3.7 x 7.2 x 11.3 cm内寸:2.0 x 6.1 x 10.1 cm 
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＜特別卸ｾｰﾙ商品＞ ～ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ様向けの数量限定ｾｰﾙ用卸商材です。予定数量がなくなり次第終了となります。～ 
コード MU-2617 MU-0645 MU-2889 MU-0480 

商品 

SL35 AQUAPAK ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾚｰﾄ SL3206 ｾｰﾌﾃｨｽﾚｰﾄ [AW100]ﾊｲﾊﾟﾜｰﾎｲｯｽﾙ CG0600 ﾗｲﾄｽﾃｨｯｸ ﾗﾝﾔｰﾄﾞ 

   
  

参考上代 \ 3,500 / 50%OFF \ 2,800 / 60%OFF \ 1,500 / 60%OFF \ 500 / 60%OFF 
特価上代 ¥1,750 (税込¥1,925) ¥1,120 (税込¥1,232) ¥600 (税込¥660) ¥200 (税込¥220) 
カタログ/数量 在庫残少 P-67(2018)/ まもなく終了 在庫残少 P-62(2018)/ まもなく終了 

備考 
ｻｲｽﾞ︓14 × 19 cm  水中でも書けるｽﾚｰﾄ。 

折り畳みでき、開くと 4 面になるのでたくさんメモができます。 

ﾐﾗｰ付きの水中ｽﾚｰﾄ ｻｲｽﾞ: 120 × 195 mm  

付属品: ﾚｯﾄﾞ･ｼﾙﾊﾞｰﾐﾗｰ 

水陸両用ﾎｲｯｽﾙ 

ｻｲｽﾞ:6.5×2.5 ㎝ 

ｹﾐｶﾙﾗｲﾄなどに取り付けるのに便利 

 
コード MU-5374 MU-0570(9/16) / MU-0572(5/8) MU-6850 MU-0865 

商品 

INOVA LED ﾗｲﾄﾜﾝﾄﾞ ﾏｲｸﾛﾗｲﾄ XT ﾖｰｸﾗｲﾄ LT-3X1x 常灯式(9/16│5/8) RGBlue ﾜｲﾄﾞｱﾝｸﾞﾙﾐﾗｰRGB-WMR1 CDMAX ST10 ﾀﾞｲﾌﾞﾀｲﾑﾌﾟﾗﾝﾅｰ 

    
 

参考上代 \ 2,400 / 30%OFF \ 4,500 / 60%OFF \ 12,000 / 30%OFF \ 5,000 / 90%OFF 
特価上代 ¥1,680 (税込¥1,848) ¥1,800 (税込¥1,980) ¥8,400 (税込¥9,240) ¥500 (税込¥550) 
カタログ/数量 P-24(2022)/ 在庫あり P-62(2018)/ 在庫残少 P-22(2022)/ 在庫あり P-32(2022)/ 在庫あり 

備考 

ﾏｲｸﾛﾗｲﾄ XT を透明なｹｰｽに入れ、その光源で点灯・点

滅するｼｸﾞﾅﾙﾗｲﾄです。警告灯や懐中電灯としても使用

できます。  ｻｲｽﾞ: 197×37mm 重量︓94g  

点灯時間: 10 時間(HIGH) / 20 時間(LOW)  

耐圧水深: 150 m 電源: CR2016 × 2 個 

ｻｲｽﾞ:50×25mm 点滅時間:30 時間  

耐圧水深:100 m 電源: CR2032 ﾘﾁｳﾑﾎﾞﾀﾝ電池×1個 

・[MU-0570] 9/16 対応: S ﾌﾟﾛ・ｸﾚｯｼｰ等  

・[MU-0572] 5/8 対応 :ｱｸｱﾗﾝｸﾞ・ｼｬｰｳｯﾄﾞ･TUSA等  

ﾌﾗｯﾄﾚﾝｽﾞを応用した超広角ﾐﾗｰ。空気層を持つ厚さ 2mm の平

面ﾚﾝｽﾞのｱﾙﾐ蒸着処理により、薄型平面形状の超広角後方確認

用ﾐﾗｰを実現しました。自分の死角やﾊﾞﾃﾞｨの位置等を確認するな

ど、狭くなりがちなﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ中の視界をｶﾊﾞｰします。 

安全な潜水計画をたてるためのﾌﾟﾗﾝﾅｰﾂｰﾙ。呼吸率から

潜水時間,潜水深度,必要空気量を相対的に示しま

す。裏面は 8L~14L までのﾀﾝｸ容量・PSI 換算表を表

示。減圧症防止の教材ﾂｰﾙなどにご利用ください。 
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＜特別卸ｾｰﾙ商品＞ ～ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ様向けの数量限定ｾｰﾙ用卸商材です。予定数量がなくなり次第終了となります。～ 
コード MU-5025 MU-5484 MU-4963 MU-2430 

商品 

LP72 ﾎﾞｼｭﾛﾑ ﾌｫｸﾞｼｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｽﾌﾟﾚｰ ｾｰﾌｼｰ ADVANCE SPF30KIDS ﾎﾞﾄﾙ ﾎｯﾄｽﾃｨｯｸ 防寒用ｽﾃｨｯｸ ﾈｯｸﾅｯｸ ﾄﾗﾍﾞﾙ ﾋﾟﾛｰ 

     
参考上代 \ 1,800 / 30%OFF 

販売終了 
\ 2,600 / 50%OFF \ 1,500 / 40%OFF 

特価上代 ¥1,260 (税込¥1,386) ¥1,300 (税込¥1,430) ¥900 (税込¥990) 
カタログ/数量 P-102(2022)/ 在庫あり P-55(2022)/ 在庫あり P-59(2022)/ 在庫あり 

備考 

総合ｱｲｹｱｶﾝﾊﾟﾆｰとして 150 年の歴史を持つﾎﾞｼｭﾛﾑから、「ﾀﾞｲ

ﾊﾞｰの視界を良好にする」をｺﾝｾﾌﾟﾄにﾌｫｸﾞｼｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ ｽﾌﾟﾚｰが

登場。あらゆる状況下でもｸﾘｱな視界を長時間保つことを可能に

した曇り止めです。継続時間は業界最高の８時間を実現。消防

士や危険物処理者達のﾏｽｸなどにも使用されています。18ml 

ｸﾗｹﾞに 99.9%刺されない日焼け止め 

ｸﾗｹﾞに仲間だと認識させる特殊な成分を配合しており 

ｸﾗｹﾞを寄せ付けないのではなく､ｸﾗｹﾞに触れても 

刺されにくくします｡ 

海の中で, 腰や肩などを温かくするﾎｯﾄｱｲﾃﾑ｡ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟで

使いやすく､温かさが長持ちします｡ｳｴｯﾄｽｰﾂを着る前に首･

肩･腰･ふくらはぎ等に塗って下さい｡持続効果は､2 時間以

上続きます。 

首まわりをｻﾎﾟｰﾄする枕。座ったままの姿勢でも心地よく眠

れ、移動時間中の睡眠でいつも疲れが溜まる方や肩こりや

首こりがひどくなってしまう方におすすめです。440×400mm 

 
コード MU-5370  MU-1715 MU-0932(L) MU-2234 

商品 

ﾅｲﾄｱｲｽﾞ ｷﾞｱｰﾀｲ 18 ｲﾝﾁ×２本 ﾊｯﾋﾟｰｲﾔｰ 耳栓 20 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ﾊﾞﾛｸｯｸ(ﾗｰｼﾞｻｲｽﾞ) FE1300 ﾒｶﾞﾈｹｰｽ 

     

参考上代 \ 1,050 / 30%OFF \ 1,980 / 30%OFF 
販売終了 販売終了 特価上代 ¥735 (税込¥809) ¥1,386 (税込¥1,525) 

カタログ/数量 P-74(2022)/ まもなく終了 P-59(2022)/ 在庫あり 

備考 
長めのｺｰﾄﾞの収納やｶﾊﾞﾝや小物入れを一つにつないだ

り､旅行にも必ず携帯すると便利です｡ ｻｲｽﾞ: 457 mm 

ｸﾘｱな音はそのままに音圧を低減させる北欧ｸﾞｯﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝお

しゃれな耳栓。雑音だけをｶｯﾄするすぐれもの。 
アウトドアレジャー・災害対策に最適 

水をかけると発熱（95 度）簡易調理器具 

ｻｲｽﾞ︓150×80×25mm ﾈｵﾌﾟﾚｰﾝ製の眼鏡ｹｰｽ。眼

鏡以外の小物入れとしても重宝します。 
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＜特別卸ｾｰﾙ商品＞ ～ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ様向けの数量限定ｾｰﾙ用卸商材です。予定数量がなくなり次第終了となります。～ 
コード MU-1835 MU-1845   MU-1786 MU-1778 

商品 

I’m on holiday ﾗｳﾝﾄﾞﾀｵﾙ TOYSOFA ｲｰｼﾞｰﾊﾞﾙｰﾝｿﾌｧ- INTEX ｳﾙﾄﾗﾃﾞｲﾍﾞｯﾄﾗｳﾝｼﾞ(電動ﾎﾟﾝﾌﾟ付) INTEX DX ﾋﾞｰﾝﾚｽﾊﾞｯｸﾁｪｱ(電動ﾎﾟﾝﾌﾟ付) 

     

参考上代 \ 8,000 / 40%OFF \ 8,000 / 40%OFF \ 12,000 / 30%OFF \ 5,980 / 30%OFF 
特価上代 ¥4,800 (税込¥5,280) ¥4,800 (税込¥5,280) ¥8,400 (税込¥9,240) ¥4,186 (税込¥4,605) 
カタログ/数量 P-59(2022)/ 在庫あり 在庫残少（色:BL,PK,KH） まもなく終了（色:PU） まもなく終了（色:PU） 

備考 

羽織ると全身が包まれるほどのﾌﾘﾝｼﾞ付き大判ﾗｳﾝﾄﾞﾀｵﾙです。ﾋﾞ

ｰﾁでも,室内のｲﾝﾃﾘｱﾗｸﾞとしても,ｿﾌｧｰにかけるのにも絵になりま

す。ﾄｲﾓｯｸの下に引くのもおすすめです。 

簡単に空気が入れられる BIG ｻｲｽﾞのｿﾌｧｰ。 自然の空気を利用して

膨らませるので、ﾎﾟﾝﾌﾟや息を吹き込む必要がありません。簡単に使えて

収納でき,海,山,夏のｲﾍﾞﾝﾄで活躍。ｻｲｽﾞ: H200×W90×D70cm 

空気を入れて膨らませるｿﾌｧｰﾍﾞｯﾄﾞ。ｴｱｰならではの快適で落ち

着く座り心地♪ 使わないときは空気を抜いて保管や持ち運びに

大変便利。 電動ﾎﾟﾝﾌﾟ付。 ｻｲｽﾞ: H191×W53×D15cm 

空気を入れて膨らませるﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱです。表面はｿﾌﾄﾍﾞﾛﾜで肌触

り抜群。使わないときは空気を抜いて保管や持ち運びに大変便

利。 電動ﾎﾟﾝﾌﾟ付。 ｻｲｽﾞ: H127×W122×D81cm 

 
コード MU-5664 MU-4117 MU-4305 MU-4306 

商品 

TLS ﾚﾃﾞｨｰｽ&ｷｯｽﾞお着替えﾎﾟﾝﾁｮ ST BATH TOWEL DEEPAXX ﾓｱﾓｲｽﾄｸﾘｰﾑ DEEPAXX UV ｹｱ ﾍｱｽﾀｲﾘﾝｸﾞ美容液 

     
参考上代 \ 3,800 / 30%OFF \ 4,200 / 20%OFF \ 3,200 / 40%OFF \ 2,667 / 40%OFF 
特価上代 ¥2,660 (税込¥2,926) ¥3,360 (税込¥3,696) ¥1,920 (税込¥2,112) ¥1,600 (税込¥1,760) 
カタログ/数量 P-66(2022)/ 在庫あり 在庫残少（色: ﾈｲﾋﾞｰ、ｴﾒﾗﾙﾄﾞ） P-79(2018)/ まもなく終了 P-79(2018)/ まもなく終了 

備考 

お着替えﾎﾟﾝﾁｮのｷｯｽﾞﾀｲﾌﾟです。身長 130～150cm のお子

様にﾋﾟｯﾀﾘなｻｲｽﾞです。ﾌﾟｰﾙやｱｳﾄﾄﾞｱなどでの水遊び等にもご利

用いただけます。 

Stream Trail ﾛｺﾞの入ったﾊﾞｽﾀｵﾙです。 

肌に優しい柔らかさで定評の今治ﾀｵﾙです。  

素材 : 綿 100% ｻｲｽﾞ:幅 120×高さ 60cm  

ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙが配合され成分ｱｯﾌﾟ!乾いた肌もしっかり潤う『美容成

分配合ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ』全身保湿ｸﾘｰﾑ ﾏｶﾀﾞﾐｱ､ｼｱｵｲﾙ､ﾀﾞｲｽﾞ､肌にぐ

んぐん馴染む高質感ｸﾘｰﾑです｡ 

【使用方法】 肌に適量をご使用下さい｡ 【内容量】150g 

人気のﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ& ﾑｽｸの香り。髪の毛をﾀﾞﾒｰｼﾞから守る滑ら

かなつけ心地で軽く弾むﾆｭｱﾝｽ 『ｻﾗ艶ﾍｱｰで夏も紫外線ｹｱ』14

種類の美容成分を配合し､髪の毛のｹｱ､紫外線ﾌﾞﾛｯｸにも最適｡

【使用方法】髪や肌に適量をｽﾌﾟﾚｰして下さい 【内容量】55 ml 
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＜特別卸ｾｰﾙ商品＞ ～ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ様向けの数量限定ｾｰﾙ用卸商材です。予定数量がなくなり次第終了となります。～ 
コード MU-2308(A4)/ 2309(はがき) MU-2310(A4)/ 2311(はがき) MU-2312(ｸﾘｱ A4)/2313(ﾎﾜｲﾄ A4)/2314(はがき) MU-2315(ｸﾘｱはがき)/ 2316(ﾎﾜｲﾄはがき) 

商品 

お手軽ｱｲﾛﾝﾌﾟﾘﾝﾄｼｰﾙ(A4 2枚/はがき 3枚) 洗濯に強いｱｲﾛﾝ転写ｼｰﾄ(A4 3 枚/はがき 5枚) ﾗﾐﾈｰﾄｼｰﾙ(A4 4 枚/はがき 4枚) ｽﾃｯｶｰ作成ｼｰﾄ(はがきｻｲｽﾞ 3 枚) 

    
参考上代 \ 1,300(A4)/\ 600(はがき) \ 1,000(A4)/\ 600(はがき) \ 1,800(A4)/\ 600(はがき) \ 600 / 50%OFF 
特価上代 ¥650 (税込¥715) / ¥300 (税込¥330) ¥500 (税込¥550) / ¥300 (税込¥330) ¥900 (税込¥990) / ¥300 (税込¥330) ¥300 (税込¥330) 
カタログ/数量 在庫残少 在庫残少 在庫残少 在庫残少 

備考 
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰで印刷し、ｱｲﾛﾝでﾌﾟﾚｽするだけ︕ 

生地の色を選ばず、印刷用途はｱｲﾃﾞｱ次第でお好きな

ものへ。鮮やかな写真画質でﾌﾟﾘﾝﾄできます。 

50 回洗濯しても,色落ち・はがれ・ひび割れがほとんどな

いｼｰﾄです。洗濯後も柔らかさを保ち,通気性もあるので、

着心地爽やか︕鮮やかな写真画質でﾌﾟﾘﾝﾄできます。 

完全防水のﾌｨﾙﾑｼｰﾙです。丈夫なﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ素材なのに

柔らかく、曲面にも貼り付け可能。屋外装飾、車のﾎﾞﾃﾞ

ｨなどあらゆる用途に使用できます。 

ﾗﾐﾈｰﾄｼｰﾙのﾌｨﾙﾑに、UV99%ｶｯﾄの効果を持たせた完

全防水ﾌｨﾙﾑのｵﾘｼﾞﾅﾙｽﾃｯｶｰ作成ｼｰﾄです。ｲﾝｸｼﾞｪｯﾌﾟﾘ

ﾝﾀ専用です。 

 
コード MU-2317 MU-2318 MU-2319 MU-2320 

商品 

ちぢめてｷｰﾎﾙﾀﾞｰ (はがきｻｲｽﾞ 3 枚) ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｼｰﾙ (A4 ｻｲｽﾞ 5 枚) 吸着ｼｰﾙ(光沢) (はがきｻｲｽﾞ 3 枚) ﾗｲﾄで光るｱｲﾛﾝﾌﾟﾘﾝﾄｼｰﾙ (はがきｻｲｽﾞ 2枚) 

    
参考上代 \ 600 / 50%OFF \ 1,200 / 50%OFF \ 600 / 50%OFF \ 600 / 50%OFF 
特価上代 ¥300 (税込¥330) ¥600 (税込¥660) ¥300 (税込¥330) ¥300 (税込¥330) 
カタログ/数量 在庫残少 在庫残少 在庫残少 在庫残少 

備考 

ｵﾘｼﾞﾅﾙｷｰﾎﾙﾀﾞｰ作成ｾｯﾄです。(ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ付属) 

ﾌﾟﾘﾝﾄしてｵｰﾌﾞﾝﾄｰｽﾀｰで縮めれば完成︕半透明に画像

が透け、高級感あふれるｷｰﾎﾙﾀﾞｰ作成が可能です。 

超耐圧・強粘着性の厚手光沢ｼｰﾙです。耐水性にも優

れ湿気でたわまず、美しさと光沢感が持続します。屋内

の表示板や短期間での屋外表示に最適です。 

のりを使わずに平滑面に真空吸着する便利な吸着ｼｰﾙ

です︕何度でも貼って剥がせ,のりの跡が残りません。ﾏｸﾞ

ﾈｯﾄが使用できないｶﾞﾗｽやｽﾃﾝﾚｽの貼り付けに最適。 

ﾗｲﾄが当たる方向に反射する素材を使用したﾌﾟﾘﾝﾄｼｰﾙ。

暗闇での安全性を兼ね備えたｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾟﾘﾝﾄが作成でき

ます。低温圧着ができ,ﾅｲﾛﾝ生地にもﾌﾟﾘﾝﾄ可能です。 
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