販促品で喜ばれる人気商品①
ギフト専門店㈱ニシノ TEL：052-262-0301
品番203332

品番207012

アトリエ・マルチマスクポーチ（抗菌加工）
マスク、ポケットティッシュ、小物など、用途別に美しく収納できる
抗菌加工ポーチ。

セルトナ・ポケットサイズ真空ステンレスボトル（ピン
ク）
小さくても、保冷・保温性がある機能派ボトル。
このかわいいサイズ感だからこそ、デイリーユースにちょうどいい。

入数:200
サイズ:約120×200mm
素材:外生地：ポリエステル,
内生地：ポリエステル（抗菌
加工）
備考※生地の取り都合により、
柄の出方が写真と異なる場合
があります。
梱包状態 ポリ袋入
単価：

入数:60
サイズ:φ45×145mm
:素材胴部：ステンレス鋼 蓋：ステ
ンレス鋼、ポリプロピレン パッキ
ン：シリコーンゴム
備考 容量：140ml
A：版代P・プリント代E
B：版代S・プリント代回転
梱包状態:化粧箱入
（151×48×48mm）

￥330（税別）

単価：

品番203100

品番201017

ペン型アルコール除菌スプレー

京都くろちく・まるちますくぽーち

外出時の衛生対策に重宝。スリムなフォルムだからポケットやポーチ
に忍ばせて。ボールチェーン付で、持ち運びにも◎

マスクやティッシュなどのエチケットアイテムは専用ポーチ
でお洒落＆スマートに携帯を。
入数：200
サイズ：使用時：約
130×200mm 収納時：約
100×130×15mm
素材：ポリエステル
備考：版代P・プリント代F梱包状
態ポリ袋入

入数：100
サイズ全長140mm
素材成分：エタノール、水、
ヒアルロン酸Na、アルギニン、
乳酸Na、カルボマー、フィチ
ン酸（アルコール合計70%前
後）
内容量:10ml
単価：

￥348（税別）

￥148（税別）

単価：

￥248（税別）

品番203095

品番205003

やわらかエチケットマスク（1枚）

スタッキング蓋付きステンレスボウルセット（滑り止め加工）

やわらか素材で、長時間の使用でも快適な立体3D 構造マスク。

シリコン製の底面が調理中をぐっと快適に。本体は厚みのあ
るステンレス素材なので高級感も感じながら気分よく調理で
きます♪
入数18
サイズ 大：φ178×100mm
小：φ145×80mm
素材本体：ステンレス、シリコーンゴム
フタ：ポリプロピレン
備考 梱包状態
化粧箱入（箱サイズ
115×180×180mm）

入数：500
サイズ130×300mm（フリーサイズ）
素材：ポリエステル・ポリウレタン混
梱包状態：ポリ袋入

￥80（税別）

単価：

￥550（税別）

単価：

品番203062

品番193321

アルコール配合ソウラジェル（携帯用）59ml

メタリック・モバイルバッテリー（ゴールド）

外出先など水が使えないシーンなどで特に重宝する、手のひらサイズ
のコンパクト除菌ジェル。

高級感抜群のメタリックな質感。スリム形状も好印象な、ラ
イバルに差をつけるノベルティ。

入数144
サイズ98×46×26mm
素材成分：エタノール（75％）、水、グリセリン、
PG、（アクリレーツ/ アクリル酸アルキル（C1030））クロスポリマー、TEA、アロエベラ液汁、マ
ルトデキストリン、酢酸トコフェロール、香料
備考【火気厳禁】第四類アルコール類（アルコー
ル）危険等級II 水溶性 1箱72本入×2箱 梱包割れ
不可（入数をご確認ください）

単価：

￥198（税別）

※上記の商品につきまして、ご購入金額4万円（税別）以上で送料無償です。※一部の地域除きます。

入数：100
サイズ：φ20×90mm
素材：アルミニウム
備考：版代P・プリント代E セット内容：
本体、蓄電用ケーブル
梱包状態：化粧箱入（102×46×27mm）

単価：

￥548（税別）

※在庫は流動致します。欠品の際は予めご了承ください。

販促品で喜ばれる人気商品②
ギフト専門店㈱ニシノ TEL：052-262-0301
品番25087

品番26013

エスチェック/マチ広エコバッグ

￥320（税別）

単価：

25088

最小発注数：64
発注単位：2（64個以上 2個
単位 / 例：62,64,66...）
１ケース入数：48
カラー・種類：2色
材質：ポリエステル、
荷姿：透明袋
袋サイズ：約35×27×24㎝
(上辺57㎝)/収納時：約
13×10×4ｃｍ
備考：口元：スナップボタン

品番25110

温冷リラックスアイピロー

単価：

疲れた目にはもちろん、朝の目のむくみ、
会社の休憩時間のリフレッシュ、快眠にも
効果的な温冷タイプのアイピローです。

￥158（税別）

最小発注数：34
発注単位1（34個以上 1個単位 /
例：34,35,36...）１ケース入数：
24
材質：ステンレス鋼、ポリプロピ
レン、シリコーンゴム
荷姿：化粧箱:8.5×8.5×14
サイズ：Φ8(口径7)×13㎝(容量
300ml)
備考：保温効力55℃以上(6時間）

品番24097

￥58（税別）

お出かけ時の必須携帯アイテム！除菌ウェットティッシュ

￥298（税別）

スマココ/洗えるたっぷりエコバッグ単価：

洗えるって気持ちいい！軽くて小さくたためるから持ち運び
しやすい！

最小発注数：400
発注単位：10（400個以上 10
個単位 / 例：
400,410,420...）
１ケース：入数100
カラー・種類：1
荷姿サイズシート:14×20㎝
／パッケージ:14.5×8.5㎝

品番26022

￥299（税別）

単価：

サラダにスープ、ヨーグルドなどマルチに使える便利なボウ
ルです。

単価：

エスチェック/マスクポーチ

￥168（税別）

マスクの携帯に最適！小物を整理収納できるマルチポーチ
最小発注数：120
発注単位2（120個以上 2個単位 /
例：120,122,124...）
１ケース入数：240
カラー・種類：2色
材質：ポリエステル、TPU
荷姿：透明袋
サイズ：約20×13㎝

最小発注数：68
発注単位1（68個以上 1個単位 /
例：68,69,70...）
１ケース入数：120
カラー・種類：ブラック・ベー
ジュ・モスグリーン・スモーキー
ピンク
材質：ポリエステル
荷姿：透明袋
サイズ：使用時：39×31×9㎝収納
時：16×8×2㎝

品番23107

今治ドット/ポケットタオルハンカチ

￥198（税別）

単価：

肌触りはふんわりしていてしっかり吸水する
厚手のタオルハンカチです。ドット柄がかわいい！

最小発注数：68
発注単位2（68個以上 2個単位 /
例：68,70,72...）
１ケース入数：48
カラー・種類：2色
材質：磁器
荷姿：化粧箱：15.6×15.6×6.1
サイズ約Φ15×5.5㎝

※上記の商品につきまして、ご購入金額4万円（税別）以上で送料無償です。※一部の地域除

きます。

単価：

除菌ウェットティッシュ

最小発注数：129
発注単位3（129個以上 3個単
位 / 例：129,132,135...）
１ケース入数：120
カラー・種類：3色
材質：アイマスク:ポリエステ
ル、レーヨン、ゴム、ジェル
パック:ポリ塩化ビニール、カ
ルボキシメチルデンプン
荷姿：デザイン袋
サイズ：19×9.5㎝
備考：加熱目安時間:電子レン
ジ使用500Ｗ 約10秒冷却目
安時間:冷蔵庫で約1時間

品番25132

スカンジナビアンフォレスト
/サラダボウル

単価：

スープやシチューのお弁当にぴったり！お弁当に最適の保温効果のあ
るフードポット。あったかメニューもひんやりメニューにも使えます。

安定感抜群のマチ広タイプ。
大きく使えるおしゃれなエコバッグ

品番24106

￥598（税別）

ミップ/フードポット300ｍｌ

最小発注数：102
発注単位：3（102個以上 3個単位 / 例：
102,105,108...）
１ケース入数：240
カラー・種類：3色
材質：綿
荷姿：透明袋
サイズ：12×25㎝
備考：今治認定番号：第2020-330号

※在庫は流動致します。欠品の際は予めご了承ください。

販促品で喜ばれる人気商品③
ギフト専門店㈱ニシノ TEL：052-262-0301
品番34195

品番34165

抗菌マスクケース（マスク2枚付）

単価：

￥178（税別）

発送単位：240セット
サイズ：使用時
/390×400×160㎜、畳み時/
約Φ65×135㎜
個装形態：透明袋
形質：ポリエステル
色：グリーン・グレー・ブ
ルー
3色取り混ぜ
※カートン割れ（端数出棺）
の場合には別途送料がかかり
ます。

発送単位：300セット（300
入×1カートン）
サイズ：ケース/108×200㎜、
マスク/95×175㎜
個装形態：透明袋
形質：ケース/PP、マスク/PP
（不織布）
色：単色
※カートン割れ（端数出棺）
の場合には別途送料がかかり
ます。

品番34192
単価：

￥198（税別）

ちょっと買いに使いたい
コンビニサイズ

品番34191

クイック デイリーラージーバッグ

品番33848
単価：

￥158（税別）

お弁当を入れても安心なマチが広～いショッピングバッグ

発送単位：240セット
サイズ：350×500×190㎜
個装形態：透明袋
形質：ポリエステル
色：イエロー・ブラウン・ブ
ルー・レッド4色取混ぜ
※カートン割れ（端数出荷）
の場合には別途送料がかかり
ます。

品番33776
単価：

スマートボトルティッシュ

品番33529
単価：

￥780（税別）

イルミネーション幻想的なコンパクトなＵＳＢ加湿器

￥98（税別）

使いやすいボトルデザインのおしゃれなティッシュケース

発送単位：360セット
商品サイズ：使用時
/210×270×200㎜
畳み時/約20×120×110㎜
個装形態：透明袋
材質：ポリエステル
色：ブルーレッド2色取混ぜ
※カートン割れ（端数出荷）の
場合には別途送料がかかります。

ＵＳＢ卓上加湿器

￥178（税別）

単価：

お買い物サイズだから スーパーの買い出しで活躍
発送単位：300セット
サイズ：使用時/320×300
（＋マチ140）㎜、畳み時/約
Φ60×110㎜
個装形態：透明袋
形質：ポリエステル
色・柄：グリーン・グレー・
ブルー3色取り混ぜ
※カートン割れ（端数出荷）
の場合には別途送料がかかり
ます。

マチがひろ～いエコバッグ

単価：

休日ショッピング向けのマルシェサイズ。

マスク2枚＋抗菌加工ケース
バッグやデスク保管にも最適

サラリナ デイリーバッグ

￥318（税別）

サラリナ マルシェバッグ

発送単位：84セット
商品サイズ：Φ68×227㎜
個装形態：透明袋
材質：紙・ＰＰ・ＰＥ
色：ピンク・ブルー・ホワイト
※カートン割れ（端数出荷）の
場合には別途送料がかかります。

品番34267

リファイン
除菌ウェットティッシュ60枚入

単価：

￥88（税別）

家庭やオフィスで便利なたっぷり使える60枚入り
発送単位：80個
商品サイズ：Φ75×143㎜
個装形態：
化粧箱（173×79×79㎜）
材質：ＡＢＳ
色：ピンク・ブルー・ホワイト
※カートン割れ（端数出荷）の場
合には別途送料がかかります。

発送単位：240個（48入×5カートン）
個装形態：デザイン袋（90×160×40
㎜）
材質：不織布
備考：カートン割れ不可
※5カートン以上でご注文下さい。
※カートン単位で取混ぜできます。

※上記の商品につきまして、お申込み単位で送料無償ですが、お申込み単位未満の場合、別途送料代がかかります。※一部地域除く
※在庫は流動致します。欠品の際は予めご了承ください。

販促品で喜ばれる人気商品④
ギフト専門店㈱ニシノ TEL：052-262-0301
品番2322310

品番2923523

ハンディアルコール除菌スプレー10ｍｌ

￥199（税別）

単価：

抗菌コンパクトマスクケース1個

申込単位：２００本（２００
×１カートン）
本体サイズ：約
2×1.5×13.5cm
荷 姿：ポリ袋入り
材 質：容器／ポリスチレン
成分／エタノール、植物性グ
リセリン、オリゴペプチド125アミド、香料、水

品番2322290

ハンディスプレーペン1本

単価：

￥99（税別）

申込単位：２００個（２０
０×１カートン）
本体サイズ：
12.5×8.5×1.5cm
荷 姿：ポリ袋入り
材 質：ポリプロピレン

品番2370491

洗えるマスクケース

申込単位：３００本（３００
×１カートン）
本体サイズ：全長15.5cm
パッケージサイズ：
6×20×1.5cm
荷 姿：ジッパーケース入り
色 柄：3色取混(インクは黒
のみ)
材 質：ポリプロピレン・
TPR・ABS樹脂
色指定不可

￥149（税別）

単価：

申込単位：２００個（２００
×１カートン）
本体サイズ：展開時
/19×10.5ｃｍ(持ち手含まず)
収納時/9×5.2ｃｍ(持ち手含
まず)
パッケージサイズ：約
9.5×12×1.5cm
荷 姿：ポリ袋入り
色 柄：2色取混
材 質：シリコーンゴム

品番2370991

品番2370761

Ecolor折り畳みマイバッグ（ブラック）

￥99（税別）

単価：

携帯用マスクカバー

品番2258050
単価：

￥99（税別）

品番2370551

お家でフィットネス
トレーニングチューブ

申込単位：２４０個（２４０×
１カートン）
本体サイズ：約26.5×18×32ｃ
ｍ(使用時)
約12×11.5×3ｃｍ(収納時)
荷 姿：ポリ袋入り
色 柄：2色取混
材 質：不織布(ポリプロピレ
ン)
その他：4月下旬から出荷対応致
します。

※上記の商品につきまして、お申込み単位で送料無償ですが、お申込み単位未満の場合、別途送料代がかかります。※一部地域除く
※在庫は流動致します。欠品の際は予めご了承ください。

単価：

￥179（税別）

申込単位：１００個（１０
０×１カートン）
本体サイズ：約25×10.5cm
パッケージサイズ：
26×11.5×0.6cm
荷 姿：化粧箱入り
材 質：ポリウレタン・亜
鉛合金

申込単位：３００個（３００
×１カートン）
本体サイズ：使用時/約
30×12.5×43ｃｍ(ハンドル
14.5ｃｍ含む)
収納時/約13×10×1ｃｍ
荷 姿：ポリ袋入り
材 質：ポリエステル

プラスチックスマート
折りたたみエコバッグ1個

￥99（税別）

単価：

単価：

￥368（税別）

申込単位：１６個（１６×１
カートン）
本体サイズ：約25×6×43cm
パッケージサイズ：
27.2×7.8×17.2cm
荷 姿：持ち手付化粧箱入り
材 質：ＮＢＲ・ＴＰＲ・ポリ
プロピレン

