ソフトオーシャン

65ｍ巻

業務用芯なし 170ｍ6 ロール

エルモア BOX ティシュー

エルモア
水に流せるティシュー

【メーカー】太洋紙業

【メーカー】太洋紙業

【メーカー】カミ商事

【メーカー】カミ商事

【長さ】65ｍ巻

【長さ】170ｍ

【入数】200 組（400 枚）

【入数】180 組（360 枚）

【ケース入数】100 個（個包装）

【パック入数】6 個

【パック入数】5 個

【パック入数】5 個

【ケース入数】8 パック

【ケース入数】12 パック

【パック入数】10 パック

ミシン目あり

ミシン目なし

水洗トイレに流せる BOX ティシュー
です。

レナージュ 12 ロールＳ

レナージュ 12 ロールＷ

スコッティ

スコッティ

フラワーボックスティシュー

カシミヤ BOX ティシュー

【メーカー】太洋紙業

【メーカー】太洋紙業

【メーカー】日本製紙クレシア

【メーカー】日本製紙クレシア

【長さ】60ｍ

【長さ】30ｍ×2 枚重ね

【入数】160 組（320 枚）

【入数】220 組（440 枚）

【パック入数】12 個

【パック入数】12 個

【パック入数】5 個

【ケース入数】10 個

【ケース入数】8 パック

【ケース入数】8 パック

【ケース入数】12 パック

ミシン目あり

ローズ

65ｍ巻

ミシン目あり

芯なし
ベレックス 130ｍ6 ロール

ゴミ袋

45ℓ

半透明

ゴミ袋

70ℓ

半透明

【メーカー】新橋製紙

【メーカー】新橋製紙

【メーカー】株式会社ジャパックス

【メーカー】株式会社ジャパックス

【長さ】 65ｍ巻

【長さ】130ｍ

【厚さ】0.025・0.035・0.04

【厚さ】0.02・0.035・0.04

【ケース入数】100 個（個包装）

【パック入数】6 個

【入数】各 10 枚

【入数】各 10 枚

【ケース入数】8 パック

【ケース入数】0.025…60 束

【ケース入数】0.02…50 束

ミシン目なし

ミシン目なし

セラピ ペーパータオルＬ判

タウパースノーク S

ゴミ袋

0.035…50 束

0.035…40 束

0.04…40 束

0.04…40 束

90ℓ

半透明

規格袋

0.03

【メーカー】カミ商事

【メーカー】カミ商事

【メーカー】株式会社ジャパックス

【メーカー】尚美堂

【サイズ】230×220mm

【サイズ】220×170mm

【厚さ】0.025・0.03・0.035・0.045

【規格】№1 ～ 20（20 種類）

【パック入数】200 枚

【パック入数】200 枚

【入数】各 10 枚

【入数】各 100 枚

【ケース入数】35 束

【ケース入数】42 束

【ケース入数】各 30 束

【箱入数】№1 ～ 5…20 束
№6 ～ 15…10 束
№16 ～ 20…5 束

クリネックス
水解性ハンドタオル 200

ペーパータオルホルダー

150 消臭トリガースプレー

紙おしぼり
ルピナス

丸形

【メーカー】日本製紙クレシア

【メーカー】カミ商事

【メーカー】速水

【メーカー】福助工業

【サイズ】220×230mm

【サイズ】237×130×139mm

【容量】500ｍｌ

【サイズ】270×200mm

【パック入数】200 枚

【カラー】ブルー

【用途】一般生活臭

【素材】紙

【ケース入数】35 束

【収容量】ペーパータオル 1 束分

【成分】液体イオン交換体・抗菌剤

【入数】100 本

水にほぐれやすい水解性のハンドタ
オルです。

壁掛けタイプ

【ケース入数】10 袋

フジ

フジ
紙コップ

5 オンス

白

紙コップ

7 オンス

白

からだふき
【メーカー】各メーカー

【メーカー】尚美堂

【メーカー】尚美堂

【サイズ】 5 オンス（66φ×73mm）

【サイズ】 7 オンス（73φ×80mm）

メーカーによりサイズや入数が異な

【入数】100 個

【入数】80 個

ります。詳しくは営業担当にお問合

【ケース入数】30 袋

【ケース入数】25 袋

せください。

大王製紙

おむつ各種

【メーカー】大王製紙

カミ商事

おむつ各種

【メーカー】カミ商事

洗浄液
【メーカー】各メーカー
メーカーにより容量が異なります。
詳しくは営業担当にお問合せくださ
い。

Ｐ＆Ｇプロフェッショナル

Ｐ＆Ｇアリエール

ジョイクイック 2.5ℓ

サイエンスプラス 7

（食器用洗剤）

（洗濯用洗剤）

【メーカー】Ｐ＆Ｇプロフェッショナル

【メーカー】Ｐ＆Ｇプロフェッショナル

パンツタイプ・テープ止めタイプ

パンツタイプ・テープ止めタイプ

【容量】2.5ℓ

【容量】1.5kg

尿取りパッド他

尿取りパッド他

【ケース入数】4 本

【ケース入数】6 箱

■詳しくは営業担当に

■詳しくは営業担当に

お問合せください。

お問合せください。

クレシア

おむつ各種

【メーカー】日本製紙クレシア

ユニ・チャームメンリッケ
おむつ各種
【メーカー】ユニ・チャームケンリッケ

パンツタイプ・テープ止めタイプ

パンツタイプ・テープ止めタイプ

尿取りパッド他

尿取りパッド他

■詳しくは営業担当に

■詳しくは営業担当に

お問合せください。

お問合せください。

ユニ・チャーム

おむつ各種

【メーカー】ユニ・チャーム
パンツタイプ・テープ止めタイプ
尿取りパッド他
■詳しくは営業担当に
お問合せください。

花王

おむつ各種

【メーカー】花王

ネピア

おむつ各種

【メーカー】王子ネピア

1.5kg

粉末タイプ

Ｐ＆Ｇアリエール
イオンパワージェルサイエンス
超特大 1.26kg（洗濯用洗剤）

ミツエイ
らくらくカラーブリーチ
詰替え用（衣料用漂白剤）

【メーカー】Ｐ＆Ｇ

【メーカー】ミツエイ株式会社

【容量】1.26kg

【容量】720ml

【ケース入数】6 個

【ケース入数】12 個

液体タイプ

ミツエイ

ミツエイ

スマイルチョイスキッチンブ

スマイルチョイス衣料用

リーチ大容量（台所用漂白剤）

ブリーチ大容量（衣料用漂白剤）

【メーカー】ミツエイ株式会社

【メーカー】ミツエイ株式会社

パンツタイプ・テープ止めタイプ

【容量】5kg

【容量】5kg

尿取りパッド他

【ケース入数】3 個

【ケース入数】3 個

■詳しくは営業担当に
お問合せください。

おしりふき
【メーカー】各メーカー

漂白・除菌・除臭ができる台所用漂

衣料用塩素系漂白剤です。

白剤です。

ミツエイ

ミツエイ

スマイルチョイス

スマイルチョイス

食器洗い洗剤 大容量

おふろ用洗剤 大容量

【メーカー】ミツエイ株式会社

【メーカー】ミツエイ株式会社

パンツタイプ・テープ止めタイプ

メーカーによりサイズや入数が異な

【容量】4ℓ

【容量】4ℓ

尿取りパッド他

ります。詳しくは営業担当にお問合

【ケース入数】3 個

【ケース入数】3 個

■詳しくは営業担当に

せください。

お問合せください。

植物成分配合の食器洗い洗剤です。

大理石などの石材には使用できませ

フレッシュライムの香り付き。

ん。レモンの香り付き。

ミツエイ
スマイルチョイス
トイレ用洗剤 大容量

ミツエイ
ハーバルスリージェル
詰替え用（洗濯用液体洗剤）

【メーカー】ミツエイ株式会社

【メーカー】ミツエイ株式会社

【容量】4ℓ

【容量】0.8kg

【ケース入数】3 個

【ケース入数】16 個

除菌成分配合。これ１本で消臭・洗

ドラム式にも使用可能な洗濯用液体

浄可能です。ミントの香り付き｡

洗剤です。フレッシュローズの香り
付き。

ミツエイ
ハーバルソフター特大
（衣料用柔軟剤）

ミオ
リンスインシャンプー

【メーカー】ミツエイ株式会社

【メーカー】株式会社フェニックス

【容量】2000ml

【容量】1ℓ

【ケース入数】6 個

【ケース入数】12 個

サニーフローラルの香り付き。

フローラルの香り付き。

ユニリーバ

ユニリーバ

クリア モイスチャーケア

クリア モイスチャーケア

シャンプー詰替え用

コンディショナー詰替え用

【メーカー】ユニリーバ・ジャパン

【メーカー】ユニリーバ・ジャパン

【容量】300ｇ

【容量】300ｇ

【ケース入数】18 個

【ケース入数】18 個

ノンシリコンシャンプーです。

パッションフルーツの香り付き。

パッションフルーツの香り付き。

スクリット
リンスインシャンプー
業務用

スクリット
ボディソープ業務用

【メーカー】熊野油脂

【メーカー】熊野油脂

【容量】18ℓ

【容量】18ℓ

アラ！薬用メディホーム
詰替え用

アルボナース手指消毒剤

（薬用ハンドソープ）
【メーカー】株式会社フェニックス

【メーカー】株式会社アルボース

【容量】4ℓ

【容量】4ℓ

【ケース入数】4 個

【ケース入数】4 個
水洗い不要の速乾性手指消毒剤です。

掲載商品は、弊社取扱い商品の一部です。
掲載商品は、予告なしに変更・追加される場合がございます。ご了承ください。
未掲載の商品であっても、取扱い可能な商品もございます。
( 同等品・類似品をご紹介させていただく場合もございます。)
気になる点やご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。

