和紙ころころ 起き上がりこぼし

和紙ころころ招きねこ
￥900税別

8895

990税込

幅50×奥50×高70mm、日本製、OPP入

ラベル付 透明袋(OPP)入

和紙ころころふくろう
8537

￥900税別

990税込

幅50×奥50×高60mm、日本製、OPP入

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245085376

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245088957

美濃和紙起き上がり人形1体、⾦台紙

和紙ころころこねこ
8428

￥900税別

990税込

幅50×奥50×高55mm、日本製、OPP入

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245084287

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

和紙ころころかえる

和紙ころころ金魚ちゃん

8436

￥900税別

990税込

幅50×奥50×高60mm、日本製、OPP入

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245084362

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

8688

￥900税別

990税込

幅70×奥50×高60mm、日本製、OPP入

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245086885

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

受注は1個から可能です。※法人様へ ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

人形飾り

和紙ころころ縁起

石川紙業

問

TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

和紙ころころこいのぼり 赤
20212

￥1,000税別

和紙ころころこいのぼり青
20212

1,100税込

幅85×奥50×高60mm、日本製、OPP入

ロット10

￥1,000税別

1,100税込

幅85×奥50×高60mm、日本製、OPP入

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245202124

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245202124

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

和紙ころころかぶと

和紙ころころハロウィン

20032

￥900税別

20753

990税込

幅50×奥50×高75mm、日本製、OPP入

ロット10

￥1,000税別

1,100税込

幅50×奥50×高65mm、日本製、OPP入

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245200328

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207532

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

美濃和紙起き上がり人形1体、銀台紙

和紙ころころアマビエ

和紙ころころミニ 獅子舞

21115

￥900税別

20823

990税込

ロット10

￥500税別

550税込

幅35×奥35×高50mm、日本製、OPP入

幅50×奥50×高70mm、日本製、OPP入

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245211157

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245208232

美濃和紙起き上がり人形1体、⾦台紙

美濃和紙起き上がり人形1体、⾦台紙

受注は1個から可能です。※法人様へ ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

人形飾り

和紙ころころ季節

石川紙業

問

TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

和紙ころころねずみ 干支子
20803

￥900税別

和紙ころころうし 干支丑
20804

990税込

幅50×奥50×高65mm、日本製、OPP入

ロット300

￥900税別

990税込

幅50×奥50×高70mm、日本製、OPP入

ロット300

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245208034

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245208041

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

美濃和紙起き上がり人形1体、⾦台紙

※中止品のため、ロット以上のご注文で承ります

※中止品のため、ロット以上のご注文で承ります

和紙ころころとら 干支寅

和紙ころころうさぎ 干支卯

20805

￥950税別

8354

1,045税込

ロット300

￥900税別

990税込

幅50×奥50×高70mm、日本製、OPP入

幅50×奥50×高55mm、日本製、OPP入

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245208058

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245083549

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

美濃和紙起き上がり人形1体、⾦台紙
※中止品のため、ロット以上のご注文で承ります

和紙ころころたつ 干支辰
20806

￥900税別

990税込

幅50×奥50×高70mm、日本製、OPP入

ロット300

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245208065

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台
※中止品のため、ロット以上のご注文で承ります

和紙ころころへび 干支巳
20807

￥900税別

990税込

幅50×奥50×高55mm、日本製、OPP入

ロット300

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245208072

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台
※中止品のため、ロット以上のご注文で承ります

受注は1個から可能です。※法人様へ ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

人形飾り

和紙ころころ干支1

石川紙業

問

TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

和紙ころころうま 干支午
20808

￥900税別

990税込

幅50×奥50×高70mm、日本製、OPP入

ロット300

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245208089

和紙ころころひつじ 干支未
20069

￥900税別

990税込

幅50×奥50×高55mm、日本製、OPP入

ロット300

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245200694

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

※中止品のため、ロット以上のご注文で承ります

※中止品のため、ロット以上のご注文で承ります

和紙ころころおさる 干支申

和紙ころころにわとり 干支酉

20284

￥900税別

990税込

幅50×奥50×高55mm、日本製、OPP入

ロット300

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245202841

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

20437

￥900税別

990税込

幅50×奥50×高70mm、日本製、OPP入

ロット300

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245204371

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

※中止品のため、ロット以上のご注文で承ります

※中止品のため、ロット以上のご注文で承ります

和紙ころころしばいぬ 干支戌

和紙ころころいのしし 干支亥

20205

￥900税別

990税込

幅50×奥50×高70mm、日本製、OPP入

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245202056

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

20809

￥900税別

990税込

幅50×奥50×高60mm、日本製、OPP入

ロット300

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245208096

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台
※中止品のため、ロット以上のご注文で承ります

受注は1個から可能です。※法人様へ ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

人形飾り

和紙ころころ干支2

石川紙業

問

TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

戦国の三英傑 和紙起き上がり人形になって出陣！

和紙ころころ豊臣秀吉

和紙ころころ織田信長
20543

￥1,000税別

1,100税込

幅50×奥50×高90mm、日本製、OPP入

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245205439

美濃和紙起き上がり人形1体、⾦台紙

20544

￥1,000税別

和紙ころころ徳川家康
1,100税込

幅50×奥50×高90mm、日本製、OPP入

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245205446

美濃和紙起き上がり人形1体、⾦台紙

20545

￥1,000税別

1,100税込

幅50×奥50×高90mm、日本製、OPP入

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245205453

美濃和紙起き上がり人形1体、⾦台紙

受注は1個から可能です。※法人様へ ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

人形飾り

和紙ころころ武将

石川紙業

問

TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

和紙ころころ 起き上がりこぼし 手作りキット

画像入設計図付
透明袋(OPP)入

和紙ころころうさぎ 手作りキット設計図付
55167

￥900税別

990税込

ロット10 OPP(透明袋)入、日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551673
【完成】幅50×奥50×高75mm
所要時間30分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド
対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

干支卯和紙ころころ親子屏風付
手作りキット設計図付

和紙ころころ干支卯 小槌
手作りキット設計図付
55197

￥800税別

55198

880税込

￥1,800税別

1980税込

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551970

ロット５ 個箱入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551987

【完成】幅50×奥50×高75mm

【完成】幅145×奥110×高80mm

所要時間30分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

所要時間90分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

対象年齢 7歳〜低学年児童は保護者同伴

干支卯親子モビール飾りミニ キット設計図付

和紙ころころ招き猫 手作りキット設計図付

55199

￥1,500税別

1650税込

ロット５ 個箱入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551994
【完成】幅80×奥55×高90mm
所要時間60分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド
対象年齢 7歳〜低学年児童は保護者同伴

55162

￥900税別

990税込

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551628
【完成】幅50×奥50×高70mm
所要時間40分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド
対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

受注は1個から可能です。※法人様へ ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

人形飾り

ころころキット１

石川紙業

問

TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

和紙ころころふくろう

和紙ころころこねこ

手作りキット設計図付

手作りキット設計図付

55164

￥900税別

55166

990税込

￥900税別

990税込

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551642

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551666

【完成】幅50×奥50×高60mm

【完成】幅50×奥50×高60mm

所要時間50分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

所要時間30分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

和紙ころころかえる

和紙ころころ柴犬

手作りキット設計図付

手作りキット設計図付

55165

￥900税別

990税込

55163

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551659
【完成】幅50×奥50×高60mm

所要時間40分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

和紙ころころ金魚 手作りキット設計図付
￥900税別

990税込

【完成】幅50×奥50×高70mm

所要時間30分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

55171

￥900税別

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551635

和紙ころころアマビエ 手作りキット設計図付
55159

990税込

￥900税別

990税込

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551710

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551598

【完成】幅70×奥50×高60mm

【完成】幅50×奥50×高70mm

所要時間30分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

所要時間50分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

受注は1個から可能です。※法人様へ ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

人形飾り

ころころキット2

石川紙業

問

TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

和紙ころころうし
手作りキット設計図付
55161

￥900税別

和紙ころころとら
手作りキット設計図付
55178

990税込

￥950税別

1,045税込

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551611

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551789

【完成】幅50×奥50×高70mm

【完成】幅50×奥50×高60mm

所要時間40分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

所要時間40分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

和紙ころころお雛様
手作りキット設計図付
55179

￥1,800税別

1,980税込

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551796
【完成】おびな・めびな 幅50×奥50×高60mm
所要時間90分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド
対象年齢 7歳〜低学年児童は保護者同伴

受注は1個から可能です。※法人様へ ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

人形飾り

ころころキット3

石川紙業

問

TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

和紙ころころこいのぼり青
手作りキット設計図付き
55168

￥1,000税別

和紙ころころこいのぼり赤
手作りキット設計図付
55169

1,100税込

￥1,000税別

1,100税込

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551680

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551697

【完成】幅85×奥50×高60mm

【完成】幅85×奥50×高60mm

所要時間50分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

所要時間50分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

和紙ころころかぶと
手作りキット設計図付

和紙ころころ童こいのぼり
手作りキット設計図付

55172

￥900税別

55193

990税込

￥1,800税別

1,980税込

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551727

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551932

【完成】幅50×奥50×高75mm

【完成】童 幅50×奥50×高75mm、こいのぼり 幅85×奥50×高60mm

所要時間50分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

所要時間100分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

対象年齢 7歳〜低学年児童は保護者同伴

和紙ころころ鯉のぼり2個手作りキット設計図付

和紙ころころ童鯉のぼり3手作りキット設計図付

55194

￥1,800税別

55195

1,980税込

￥2,700税別

2,970税込

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551949

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551956

【完成】幅85×奥50×高60mm

【完成】童 幅50×奥50×高75mm、こいのぼり 幅85×奥50×高60mm

所要時間100分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

所要時間120分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

対象年齢 7歳〜低学年児童は保護者同伴

対象年齢 7歳〜低学年児童は保護者同伴

受注は1個から可能です。※法人様へ ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

人形飾り

ころころキット4

石川紙業

問

TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

和紙ころころ織田信長
手作りキット図付
55200

￥1,000税別

和紙ころころ豊臣秀吉
手作りキット設計図付
55201

1,100税込

￥1,000税別

1,100税込

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245552007

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245552014

【完成】幅50×奥50×高90mm

【完成】幅50×奥50×高90mm

所要時間50分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

所要時間50分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

和紙ころころ徳川家康
手作りキット設計図付

和紙ころころ明智光秀
手作りキット設計図付

55202

￥1,000税別

55203

1,100税込

￥1,000税別

1,100税込

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245552021

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245552038

【完成】幅50×奥50×高90mm

【完成】幅50×奥50×高90mm

所要時間50分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

所要時間50分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

和紙ころころ帰蝶(濃姫)手作りキット設計図付

和紙ころころ忍者 手作りキット設計図付

55204

￥1,000税別

55170

1,100税込

￥900税別

990税込

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245552045

ロット10 OPP(透明袋)入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551703

【完成】幅50×奥50×高60mm

【完成】幅50×奥50×高70mm

所要時間50分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

所要時間40分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

受注は1個から可能です。※法人様へ ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

人形飾り

ころころキット5

石川紙業

問

TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

和紙貼陶器人形 招き猫

和紙貼り陶器人形 招き猫(大)
20588

￥2,800税別

和紙貼り陶器人形 招き猫(小)
20589

3,080税込

幅100ｍｍ×高100ｍｍ×奥130ｍｍ、日本製、個箱入

ロット5

￥2,300税別

2,530税込

幅80ｍｍ×高80ｍｍ×奥100ｍｍ、日本製、個箱入

ロット5

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245205880

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245205897

和紙貼陶器人形1体、リバーシブル美濃和紙友禅染紙台

和紙貼陶器人形1体、リバーシブル美濃和紙友禅染紙台

和紙貼り陶器人形 招き猫(大) 花もよう

和紙貼り陶器人形 招き猫(小) 花もよう

20786

￥3,000税別

20787

3,300税込

ロット5

￥2,500税別

2,750税込

幅80ｍｍ×高80ｍｍ×奥100ｍｍ、日本製、個箱入

幅100ｍｍ×高100ｍｍ×奥130ｍｍ、日本製、個箱入

ロット5

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207860

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207877

和紙貼陶器人形1体、リバーシブル美濃和紙友禅染紙台

和紙貼陶器人形1体、リバーシブル美濃和紙友禅染紙台

和紙貼り陶器人形 招き猫(大) 水玉もよう

和紙貼り陶器人形 招き猫(小) 水玉もよう

20788

￥3,000税別

20789

3,300税込

ロット5

￥2,500税別

2,750税込

幅80ｍｍ×高80ｍｍ×奥100ｍｍ、日本製、個箱入

幅100ｍｍ×高100ｍｍ×奥130ｍｍ、日本製、個箱入

ロット5

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207884

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207891

和紙貼陶器人形1体、リバーシブル美濃和紙友禅染紙台

和紙貼陶器人形1体、リバーシブル美濃和紙友禅染紙台

受注は1個から可能です。※法人様へ ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

人形飾り

和紙貼陶器人形

石川紙業

問

TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp
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TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363

sÿigyo@jt7.so-net.ne.jp
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sÿigyo@jt7.so-net.ne.jp
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TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sÿigyo@jt7.so-net.ne.jp
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TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sÿigyo@jt7.so-net.ne.jp
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TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sÿigyo@jt7.so-net.ne.jp

ÿûÿ~ pts

ÿûÿ~ xsy

8412 ÿ500~w

8413 ÿ500~w

550~¿

550~¿

_50×}30×Ú50mm1OPP(n)u

_40×}30×Ú50mm1OPP(n)u

O wýÿoo ò/wÿùøúð

O wýÿoo ò/wÿùøúð

ýóø10

ýóø10

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245084126

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245084133

[1_

[1_

ÿûÿ~ y³v³

ÿûÿ~ û}{

8414 ÿ500~w

8415 ÿ500~w

550~¿

550~¿

_45×}40×Ú50mm1OPP(n)u

_50×}30×Ú50mm1OPP(n)u

O wýÿoo ò/wÿùøúð

O wýÿoo ò/wÿùøúð

ýóø10

ýóø10

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245084140

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245084157

[1_

[1_

ÿûÿ~ ûÿp»~

ÿûÿ~ ûÿ½ôý

8416 ÿ500~w

20200 ÿ500~w

550~¿

550~¿

_40×}40×Ú40mm1OPP(n)u

_30×}35×Ú50mm1OPP(n)u

O wýÿoo ò/wÿùøúð

O wýÿoo ò/wÿùøúð

ýóø10

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245084164

ýóø10

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245202001

[1_

[1_

×ì1[{ÿýwy2;ýþù ûÑÖoî1ßÙß~û÷{1û÷^åw{ßÙw}ztWÕ»ñāÉù{zy2

þþº

[ÿÿûÿ~1ÿ

÷Ý}m

_

TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sÿigyo@jt7.so-net.ne.jp
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_40×}50×Ú55mm1OPP(n)u
O wýÿoo ò/wÿùøúð

ýóø10

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245206320

[1_
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20555 ÿ900~w

990~¿

_40×}40×Ú70mm1yó±ü¹u
O wýÿoo ò/wÿùøúð

ýóø10

~±~}} ¿ý

~±~}} ½ó

~±~}} öñ

ÿÿÿÿÿÿÿ4528624059588

20555 ÿ900~w

20555 ÿ900~w

990~¿

_40×}40×Ú70mm1yó±ü¹u

O wýÿoo ò/wÿùøúð

O wýÿoo ò/wÿùøúð

ýóø10

ýóø10

ÿÿÿÿÿÿÿ4528624059564

ÿÿÿÿÿÿÿ4526824059649

ÿ_÷Þ[1_

ÿ_÷Þ[1_

ÿ_÷Þ[1_

~±~}} ·ý

~±~}} ¿þ

~±~}} ÿ±

20555 ÿ900~w

990~¿

_40×}40×Ú70mm1yó±ü¹u
O wýÿoo ò/wÿùøúð

ýóø10

ÿÿÿÿÿÿÿ4528624059540

ÿ_÷Þ[1_

990~¿

_40×}40×Ú70mm1yó±ü¹u

20555 ÿ900~w

20555 ÿ900~w

990~¿

990~¿

_40×}40×Ú70mm1yó±ü¹u

_40×}40×Ú70mm1yó±ü¹u

O wýÿoo ò/wÿùøúð

O wýÿoo ò/wÿùøúð

ýóø10

ýóø10

ÿÿÿÿÿÿÿ4528624059632

þûÛ1÷ÿ}ÿ

þûÛ4÷

20202 ÿ500~w

97035 ÿ1,250~w

550~¿

ÿÿÿÿÿÿÿ4528624059571

ÿ_÷Þ[1_

ÿ_÷Þ[1_

1,375~¿

¸s60×v65×Ûu25mmÿWÕ~ÿ1OPP(n)u

¸s130×v115×Ûu50mmÿWÕ~ÿ1OPP(n)u

O wýÿoo ò/wÿùøúð

O wýÿoo ò/wÿùøúð

ýóø10

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245202025

[1_

ýóø10

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245970351

[1_
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ÿ}N|ºþ

ß
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ÿ500~w

550~¿

_20×}20×Ú50mm1åoý

ýóø50

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245021060

ÿ}N|ºþ1_ 6ò²½üø

ï

v
2089

ÿ500~w

2089 ÿ500~w

550~¿

_20×}20×Ú50mm1åoý

ýóø50

ýóø50

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245020896

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245020896

ÿ}N|ºþ1_

ÿ}N|ºþ1_

¿¹y w

¿¹y {

2092

ÿ500~w

2092

550~¿

_20×}20×Ú50mm1åoý

ýóø50

550~¿

_20×}20×Ú50mm1åoý

ÿ500~w

550~¿

_20×}20×Ú50mm1åoý

ýóø50

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245020926

ÿ}N|ºþ1_

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245020926

ÿ}N|ºþ1_
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TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363

sÿigyo@jt7.so-net.ne.jp

ÜÍ õÞ
2090

ÜÍ õ~

ÿ500~w

ýóø50

ÿ500~w

2090

550~¿

_20×}20×Ú50mm1åoý

ýóø50

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245020902

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245020902

ÿ}N|ºþ1_

ÿ}N|ºþ1_

oû

û

2099 ÿ500~w

ÿ500~w

2093

550~¿

ýóø50

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245020995

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245020933

ÿ}N|ºþ1_

ÿ}N|ºþ1_

k{Þ

|zÞ

2095

ÿ500~w

2107

550~¿

ÿ500~w

550~¿

_20×}20×Ú50mm1åoý

_20×}20×Ú50mm1åoý

ýóø50

550~¿

_20×}20×Ú50mm1åoý

_20×}20×Ú50mm1åoý

ýóø50

550~¿

_20×}20×Ú50mm1åoý

ýóø50

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245020957

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245021077

ÿ}N|ºþ1_

ÿ}N|ºþ1_
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TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sÿigyo@jt7.so-net.ne.jp

Ü}þ

Ü}þþ\Ø ¿¹y

Ü}þþ\Ø vï

2079 ÿ900~w

2080 ÿ900~w

990~¿

_60×}50×Ú80mm1åoý1[ûu

ýóø10

990~¿

_60×}50×Ú80mm1åoý1[ûu

ýóø10

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245020797

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245020803

Ü}þ1ÿ(ò²½üøÿ

Ü}þ1ÿ(ò²½üøÿ

þ³þ³~[ ~

þ³þ³~[ ~t

2088 ÿ550~w

2088 ÿ550~w

605~¿

ýóø50

605~¿

_60×}60×Ú60mm1åoý

_60×}60×Ú60mm1åoý

ýóø50

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245020889

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245020889

Ü}ÿ}N|ºþ1_(ç²½üøÿ

Ü}ÿ}N|ºþ1_(ç²½üøÿ

×ì1[{ÿýwy2;ýþù ûÑÖoî1ßÙß~û÷{1û÷^åw{ßÙw}ztWÕ»ñāÉù{zy2
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Ü}þ
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TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sÿigyo@jt7.so-net.ne.jp

qº±³þ

qº±³zkû³vu~ í

qº±³zkû³vu~ ôó¿

12386 ÿ600~w

12386 ÿ600~w

660~¿

660~¿

_50×}50×Ú60mÿ1åoý1WÍzw

_50×}50×Ú60mÿ1åoý1WÍzw

ýóø30

ýóø30

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245123863

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245123863

qº±³zkûþ1_ }¯²½üø

qº±³zkûþ1_ }¯²½üø

qº±³zkû³vu~ ×

qº±³zkûÑÛ í

12386 ÿ600~w

12384 ÿ600~w

660~¿

_50×}50×Ú60mÿ1åoý1WÍzw
ýóø30

660~¿

ýóø30

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245123863

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245123849

qº±³zkûþ1_ }¯²½üø

qº±³zkûþ1_

qº±³zkûÑÛ ôó¿

qº±³zkûÑÛ Þ

12384 ÿ600~w

660~¿

ÿÖºwÎ

_40×}40×Ú80mm1åoý

ýóø30

ÿÖºwÎ

_40×}40×Ú80mm1åoý

12384 ÿ600~w

660~¿

ÿÖºwÎ

_40×}40×Ú80mm1åoý

ýóø30

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245123849

qº±³zkûþ1_

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245123849

qº±³zkûþ1_

×ì1[{ÿýwy2;ýþù ûÑÖoî1ßÙß~û÷{1û÷^åw{ßÙw}ztWÕ»ñāÉù{zy2
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qº±³þÿ

÷Ý}m
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TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sÿigyo@jt7.so-net.ne.jp

Í÷±zkû zxtq³³

Í÷±zkû zprq³³

12181 ÿ650~w

12182 ÿ650~w

715~¿

_50×}50×Ú60mm1åoý

ýóø30

715~¿

_50×}50×Ú50mm1åoý

ýóø30

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245121814

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245121821

qº±³zkûþ1_

qº±³zkûþ1_

qº±³us¹{x»

qº±³}sñò¿úó÷

12714 ÿ650~w

20422 ÿ800~w

715~¿

ýóø25

880~¿

_75×}35×Ú90mm1åoý1OPP(n)u

_55×}55×Ú25mm1åoý

ýóø10

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245127144

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245204227

ñò¿úó÷Þqº±³þ1_

qº±³zkûþ1_

×ì1[{ÿýwy2;ýþù ûÑÖoî1ßÙß~û÷{1û÷^åw{ßÙw}ztWÕ»ñāÉù{zy2
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qº±³þ2

÷Ý}m
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sÿigyo@jt7.so-net.ne.jp

qº±³þ w[

qº±³zkûw[{p¹ í
12699

ÿ650~w

qº±³zkûw[{p¹ ý
ÿ650~w

12699

715~¿

715~¿

_50×}50×Ú50mÿ1åoý1WÍzw

_50×}50×Ú50mÿ1åoý1WÍzw

ýóø30

ýóø30

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245126994

qº±³zkûþ1_1ýóøwûuº2

qº±³zkû õw[ ý

qº±³zkû õw[ í
12720

ÿ700~w

12720

770~¿

ÿ700~w

770~¿

_50×}50×Ú55mÿ1åoý1WÍzw

_50×}50×Ú55mÿ1åoý1WÍzw
ýóø30

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245126994

qº±³zkûþ1_1ýóøwûuº2

ýóø30

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245127205

ÿÿÿÿÿÿÿ4532245127205

qº±³zkûþ1_1ýóøwûuº2
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TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
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