
スポット入荷製品のご案内 2019/11 月入荷予定

ブランド：Sterlite［ステアライト］
品番：STE1257
品名：ランドリーバケット 35L
参考上代：¥600（税別）

1ブッシェル（約 35 L）ランドリーバスケット。
クラシカルなデザインで通気性のよいバスケット。
サイズ：直径 42.5x 高さ 32.4cm。MADE IN USA

ブランド：Sterlite［ステアライト］
品番：STE1216
品名：ランドリーバケット 71L
参考上代：¥1,800（税別）

2ブッシェル（約 71L）の大型ランドリーバスケッ
ト。頑丈なリムは強度を高め、4か所のグリップ
で持ち運びも簡単に。サイズ：L68xW48xH31cm。
MADE IN USA

ブランド：Sterlite［ステアライト］
品番：STE1221
品名：ランドリーバケット 81L フタ付き
参考上代：¥4,600（税別）

2.3 ブッシェル（約 81L）の蓋付き大型ランドリー
バスケット。取り外し可能なリフトトップ蓋付。
サイズ：L57xW39xH63cm。MADE IN USA

ブランド：Glad［グラッド］
品番：GL4GGA
品名：4ガロン フレグランストラッシュバック
（ごみ袋）26 枚【Gain】参考上代：¥980（税別）

4ガロン（約 15L）サイズの香り付きゴミ袋。ゴ
ミの匂いを抑制しさわやかに香ります。バスルー
ム、ベッドルーム、車、外出先での使用にも最適。

ブランド：Glad［グラッド］
品番：GL4GFE
品名：4ガロン フレグランストラッシュバック
（ごみ袋）26 枚【Febrese】参考上代：¥980（税別）

4ガロン（約 15L）サイズの香り付きゴミ袋。ゴ
ミの匂いを抑制しさわやかに香ります。バスルー
ム、ベッドルーム、車、外出先での使用にも最適。

ブランド：Clorox［クロロックス］
品番：CLO4PC
品名：クリーニングウェットワイパー 4個入
参考上代：¥2,400（税別）

 家庭、オフィスなどで便利な掃除用ウェットクロ
ス 35 枚入り４本セット。fresh scent&CrispLemon
の香り（各２本）。除菌率 99.9%。MADE IN USA 

ブランド：Glad［グラッド］
品番：GL13GGA
品名：13 ガロン フレグランストラッシュバック
（ごみ袋）40 枚【Gain】参考上代：¥2,800（税別）

13 ガロン（約 49L）サイズの香り付きゴミ袋。ゴ
ミの匂いを抑制しさわやかに香ります。巾着式の
ドローイングはアウトドアにも最適。

ブランド：Glad［グラッド］
品番：GL13GFE
品名：13 ガロン フレグランストラッシュバック
（ごみ袋）40 枚【Febrese】参考上代：¥2,800（税別）

13 ガロン（約 49L）サイズの香り付きゴミ袋。ゴ
ミの匂いを抑制しさわやかに香ります。巾着式の
ドローイングはアウトドアにも最適。

発注ロット
6個

発注ロット
3個
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ブランド：Genuine Joe［ジェニュインジョー］
品番：GJO02201
品名：ソープディスペンサー ステンレス
参考上代：¥7,800（税別）

壁取付タイプの液体石鹸用ソープディスペンサー。
前面に補充時期確認用ウィンドウ付き、本体上部
より簡単補充。

ブランド：Genuine Joe［ジェニュインジョー］
品番：GJO85117BD
品名：Caution フロアサイン
参考上代：¥2,800（税別）

英語とスペイン語表記のウェットフロアサイン
ボード。サイズ：L27xW2.5xH61cm。MADE IN 
USA

ブランド：Genuine Joe［ジェニュインジョー］
品番：GJO58880
品名：Caution セーフティーコーン
参考上代：¥7,800（税別）

ヘビーデューティなポリプロピレン製４面ウェッ
トフロアサインコーン。サイズ：L25xD25xH60cm

ブランド：TOTER［トーター］
品番：025532-01GRS
品名：32 ガロントラッシュカート 大型ごみ箱
参考上代：¥19,000（税別）

32 ガロン（120 リットル）ホイール付きゴミ箱。
ヘビーデューティー。アメリカ製。別途送料。

ブランド：TOTER［トーター］
品番：025564-01GRS
品名：64 ガロントラッシュカート 大型ごみ箱
参考上代：¥26,800（税別）

64 ガロン（240 リットル）ホイール付きゴミ箱。
ヘビーデューティー。アメリカ製。別途送料。

ブランド：TOTER［トーター］
品番：025596-01GRS
品名：96 ガロントラッシュカート 大型ごみ箱
参考上代：¥31,500（税別）

96 ガロン（360 リットル）ホイール付きゴミ箱。
ヘビーデューティー。アメリカ製。別途送料。

ブランド：Simple green［シンプルグリーン］
品番：9900000185601
品名：スプレイヤー
参考上代：¥700（税別）

スタンダードなスプレーボトル。

ブランド：
品番：DM1040
品名：0.4 ガロンスプレイヤー（噴霧器）
参考上代：¥1,200（税別）

ガーデニングなどにも最適なハンディ２L噴霧器。

ブランド：
品番：DM1060
品名：1.3 ガロンスプレイヤー（噴霧器）
参考上代：¥2,600（税別）

96 ガロン（360 リットル）ホイール付きゴミ箱。
ヘビーデューティー。アメリカ製。別途送料。
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ブランド：Sterlite［ステアライト］
品番：STE1842 
品名：フットロッカーハードボックス
参考上代：¥7,800（税別）

16 ガロン（約 60L）樹脂製ハードボックス。
サイドのハンドルと底面ホイールで移動も簡単。
丈夫な金属製のヒンジとラッチ。サイズ：L79ｘ
W45ｘH35cm。MADE IN USA

ブランド：Sterlite［ステアライト］
品番：STE1731GY
品名：トートボックス（グレー）18 ガロン（68L）
フタ付き　参考上代：¥2,600（税別）

スタッキング可能なシンプルなフタ付き収納ボッ
クス。ハンドル部には滑りにくいグリップ加工。
サイズ：L59xW46ｘH38cm。MADE IN USA

ブランド：Genuine Joe［ジェニュインジョー］
品番：GJO12504
品名：ウォールマウントツールオーガナイザー
参考上代：¥5,400（税別）

５つのローリングボールで様々な形状のツールを
掛けることが可能。６個のフックが付属。素材：
ABS 樹脂。サイズ：L43xD10xH7.6cm

ブランド：Lorell［ローレル］
品番：LLR99890
品名：スタッキングチェアー
参考上代：¥12,000（税別）

ヘビーゲージチューブラースチールのフレームと
滑らかなポリプロピレン製シェルで座りやすく丈
夫なチェアー。

ブランド：Milwaukee［ミルウォーキー］
品番：30152
品名：2in1 ハンドトラック 300lb/500lb
参考上代：¥18,900（税別）

2輪垂直カートと 4輪カートとして使用できる
2WAY カート。300 ポンドの垂直耐荷重。500 ポ
ンドの水平耐荷重。パンク防止タイヤ仕様。

ブランド：Milwaukee［ミルウォーキー］
品番：DC40611
品名：2in1 ハードトラック 600lb
参考上代：¥34,800（税別）

2輪垂直カートと 4輪カートとして使用できる
2WAYカート。耐荷重約270kg。グラスファイバー
で補強されたナイロンポリマーフレームで丈夫さ
と軽さを両立。

ブランド：Commercial Electric
［コマーシャルエレクトリック］品番：LT-6
品名： 15A トリプルタップコンセント
参考上代：¥600（税別）

耐久性のある PVC 製マルチタップ。屋内用。

ブランド：Genuine Joe［ジェニュインジョー］
品番：GJO70363
品名：セーフティーマット
参考上代：¥18,900（税別）

作業時などに最適な耐疲労マット。耐薬品性、難
燃性、耐油性に優れいてます。ショップフロアの
アクセントとしても。サイズ：W60xL90cm。

ブランド：Gladiator［グラディエイター］
品番：GARK485XGG
品名：ヘビーデューティーガレージラック
参考上代：¥39,000（税別）

高さ183x幅 122x奥行61(cm）の5段スチールシェ
ルフ。工具不要のクリックアンドロックシステム
で簡単組立。耐荷重最大 1000 ポンド（棚 1枚当
たり）。
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ブランド：Commercial Electric
［コマーシャルエレクトリック］品番：BF30DDCE
品名：30 インチ　ヘビーデューティードラムファン
参考上代：¥59,800（税別）

移動に便利なホイール付きファン。

ブランド：RockyMounts［ローッキーマウンツ］
品番：10222
品名：ウエストスロープ ヒッチバイクキャリア
参考上代：¥48,000（税別）

最大 40 ポンドの自転車を 2台積載可能。車のリ
アゲートを開いた際はラックを下に傾け車内への
アクセスを容易に。※本製品はアメリカ規格の為、
日本の製品と規格が異なります。ご注意ください。

ブランド：RockyMounts［ローッキーマウンツ］
品番：12220
品名：トマホーク ルーフバイクキャリア
参考上代：¥26,400（税別）

最大 40 ポンドの自転車 1台積載可能。フレーム
との接触がなく前輪で自転車を固定。スクエア、
ラウンド、ファクトリー、エアロクロスバーに適合。
※本製品はアメリカ規格の為、日本の製品と規格
が異なります。ご注意ください。

ブランド：Keeper［キーパー］
品番：5623
品名： スイベルアンカーポイント（４個入）
参考上代：¥1,400（税別）

トラックやトレーラーなどに取り付けキャンプ用
品や家具などの貨物輸送用途に最適。旋回フック
は使用していない時に邪魔にならず折り畳み可能。

ブランド：LASKO［ラスコ］
品番：3733
品名： 20 インチ 3スピードボックスファン
参考上代：¥5,900（税別）

並行輸入品の為、無保証品となります。日本語説
明書は付属しません。電源確認、検品後出荷いた
します。

ブランド：LASKO［ラスコ］
品番：B20540
品名： 20 インチ 3 スピードボックスファン
【PowerPlus】　参考上代：¥9,400（税別）

並行輸入品の為、無保証品となります。日本語説
明書は付属しません。電源確認、検品後出荷いた
します。

ブランド：Keeper［キーパー］
品番：4910
品名：セーフティートライアングルサイン
参考上代：¥3,800（税別）

視認性の高い折りたたみ式非常用反射板。コンパ
クトに折りたため車や野外での活動に便利。※本製
品はアメリカ規格の為、日本の製品と規格が異な
ります。ご注意ください。

ブランド：STANLEY［スタンレー］
品番：PCI140
品名： FatMax 車載用インバーター 140W
参考上代：¥4,800（税別）

シガーライター（DCポート）用 140Wパワーイ
ンバーター。120VコンセントとUSBポートを装備。
※本製品はアメリカ規格の為、日本の製品と電圧
が異なります。ご注意ください。

ブランド：
品番： TaxiUber
品名：12V タクシーサインUber
参考上代：¥2,400（税別）

12V シガー電顕を利用した LEDUber サイン。二つ
の吸盤で窓ガラスなどに取り付けることができま
す。※本製品は装飾用です。走行時使用不可。

スポット入荷製品のご案内 2019/11 月入荷予定
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ブランド：COSCO［コスコ］
品番：COS098010
品名： リターンサイン
参考上代：¥640（税別）

 店舗や事務所で不在の時に帰宅時間を知らせるサ
イン。裏面はOPEN 看板。 ショップ、イベントな
どでも活躍。約 12x15cm。

ブランド：Headline［ヘッドライン］
品番：USS4793
品名： 消火器サイン（グロー）
参考上代：¥960（税別）

ディスプレイ用消火器設置標識。グロー（蓄光）
仕様で夜でも認識性に優れています。耐久性の高
い樹脂プレート。サイズ：横w10xL33cm。

ブランド：Swann［スワン］
品番：SW276-YSS
品名：ホームセキュリティーサイン
参考上代：¥3,200（税別）

セキュリティサインプレートと警告ステッカーの
セット。

ブランド：SABRE［サーベル］
品番： HS-SYS
品名：ホームセキュリティーサイン
参考上代：¥3,200（税別）

セキュリティサインプレートと警告ステッカーの
セット。

ブランド：
品番：US200
品名：アメリカフラッグポール付き
参考上代：¥2,800（税別）

ポリコットン製米国旗。6フィートの金属製ポー
ル先端には鷲のオーナメント付属。アメリカ製。

スポット入荷製品のご案内 2019/11 月入荷予定
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ブランド：Hillman［ヒルマン］
品番：990500
品名：ハードウェアゲージ
参考上代：¥690（税別）

ネジピッチ、長さ、太さなど様々な計測が可能な
簡易シートゲージ。インチ、メトリック両方に対応。
プラスチック製。MADE IN USA

ブランド：STANLEY［スタンレー］
品番：BOS11911
品名：ユーティリティーブレード交換刃（5枚入）
参考上代：¥280（税別）

ユーティリティナイフ用交換ブレード。スチール
製。※Stanley ナイフ用交換刃ですが、他のアメリ
カ規格ナイフにも利用可能です。（一部利用できな
い製品もございますので、ご注意ください。）

ブランド：STANLEY［スタンレー］
品番：BOS10175
品名：ユーティリティーナイフ（ブラック）
参考上代：¥1,000（税別）

STANLEY 定番のクラシックユーティリティーナイ
フ。ブラックカラー。

ブランド：Dewalt［デウォルト］
品番：DWHT82690GC
品名：ナイフ２本セット
参考上代：¥3,900（税別）

Dewalt 業務用ナイフ２本セット。折りたたみ式と
スライド式ユーティリティナイフが各 1本付属。

ブランド：STANLEY［スタンレー］
品番：BOS66344
品名：ポケットスクリュードライバー
参考上代：¥1,200（税別）

 ポケットサイズのペン型 4-in-1 ドライバーセッ
ト。＋、－の磁気ビット付属 。長さ：13cm。

ブランド：STANLEY［スタンレー］
品番：BOS60100
品名：スクリュードライバー 10 本セット
参考上代：¥3,600（税別）

人間工学に基づいたハンドル形状 。4本のプラス
ドライバー、6本のマイナスドライバーセット。

ブランド：STANLEY［スタンレー］
品番：STMT74101
品名：ホームリペア工具セット（ツールバック付）
参考上代：¥8,600（税別）

 内容：メジャー（インチ）、7ozハンマー、ドライバー
セット、ミニドライバーセット、ペンチ、ラジオ
ペンチ、水平器、ヘックスレンチ（インチ、mm）、
ピクチャーハンギングハードウェア。

スポット入荷製品のご案内 2019/11 月入荷予定
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ブランド：Universal［ユニバーサル］
品番：UNV27421
品名：ボールペン【ブルー】12 本入
参考上代：¥360（税別）

アメリカのチープなボールペン。

ブランド：Universal［ユニバーサル］
品番：UNV27420
品名： ボールペン【ブラック】12 本入
参考上代：¥360（税別）

アメリカのチープなボールペン。

ブランド：Universal［ユニバーサル］
品番：UNV27412
品名： ボールペン【レッド】12 本入
参考上代：¥360（税別）

アメリカのチープなボールペン。

ブランド：Universal［ユニバーサル］
品番： UNV66624
品名：ノート４冊セット
参考上代：¥1,200（税別）

70 シートノート 4冊セット。サイズ：203ｘ
267mm

ブランド：Acco［アコ］
品番：ACC72620
品名：スモールワイヤークリップ（50 入）
参考上代：¥640（税別）

紙を約100枚挟む事が出来るアメリカのクリップ。
50 個入。

ブランド：Lorell［ローレル］
品番：LLR10110
品名：プッシュピン
参考上代：¥300（税別）

アメリカ定番のプッシュピン（画鋲）

ブランド：Westcott［ウェスコット］
品番：ACM14077
品名：リサイクルプラスチック 30cm 定規
参考上代：¥680（税別）

インチ、メトリック両記のスタンダード定規。補
強プラスチック。

ブランド：Westcott［ウェスコット］
品番：ACM10414
品名：ステンレス 15cm 定規
参考上代：¥680（税別）

インチ、メトリック両記のスタンダード定規。ス
テンレス。裏面コルクシート。

ブランド：Westcott［ウェスコット］
品番：ACM10702
品名：ウッド 30cm 定規
参考上代：¥180（税別）

インチ、メトリック両記のスタンダード定規。

スポット入荷製品のご案内 2019/11 月入荷予定
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ブランド：Universal［ユニバーサル］
品番：UNV40305VP
品名：ハードクリップボード 3個入
参考上代：¥1,800（税別）

スタンダードなクリップボード。サイズ：216ｘ
356ｍｍ。３個セット

ブランド：Saunders［サンダース］
品番：SAU00543
品名：デスクメイトⅡメモパッド（オレンジ）
参考上代：¥3,800（税別）

ストレージ＆計算機付きメモパッド。A4、letter
サイズに最適。サイズ：L41xW25xH7cm。MADE 
IN USA

ブランド：Saunders［サンダース］
品番：SAU00534
品名：デスクメイトⅡメモパッド（ブラック）
参考上代：¥3,800（税別）

ストレージ＆計算機付きメモパッド。A4、letter
サイズに最適。サイズ：L40xW25xH6cm。MADE 
IN USA

ブランド：Saunders［サンダース］
品番：SAU00560
品名：スリムメイトメモパッド（レッド）
参考上代：¥2,800（税別）

スリムなストレージ付きメモパッド。A4、letter
サイズに最適。サイズ：L35xW24xH3cm。MADE 
IN USA

ブランド：COSCO［コスコ］
品番：COS091459
品名：クレバーナイフ　5個入
参考上代：¥3,000（税別）

段ボールなどの開梱を容易にする安全カッター。
５本入（１本あたり 600 円）

ブランド：COSCO［コスコ］
品番：COS091460
品名： コンパクトカッター　12 個入
参考上代：¥2,400（税別）

コンパクトな簡易カッター。12 本入（１本あたり
200 円）

ブランド：Wiss［ウィス］
品番：W812S
品名：クラフトはさみ
参考上代：¥2,400（税別）

ステンレスブレードのはさみ。硬質プラスチック
製のハンドル。

ブランド：Westcott［ウェスコット］
品番：552281437
品名：ステンレスハサミ（レッド）
参考上代：¥1,400（税別）

100 年以上の歴史をもつアメリカ大手文具メー
カーWestcott 社の 8 インチ（約 20cm）スタンダー
ドはさみ。ステンレスブレード。

ブランド：Westcott［ウェスコット］
品番：566879882
品名：チタニウムハサミ２本組
参考上代：¥2,800（税別）

 8 インチ（約 20cm）チタニウムコートはさみ。
特殊コーティングで長寿命の切れ味。疲れにくい
ラバーハンドルを採用。 テープのカット時に糊の
付きにくい加工。

スポット入荷製品のご案内 2019/11 月入荷予定
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ブランド：Universal［ユニバーサル］
品番：UNV95223
品名：ストレージボックス
参考上代：¥11,280（税別）

12 個入りオフィスボックス。1個あたり ¥940。
サイズ：W305ｘD381xH254（ｍｍ）

ブランド：Universal［ユニバーサル］
品番：UNV28223
品名：ストレージボックス（クラフト）
参考上代：¥13,200（税別）

12 個入りオフィスボックス。1個あたり ¥1,100。
サイズ：W305ｘD381xH255（ｍｍ）

スポット入荷製品のご案内 2019/11 月入荷予定

9

↓次ページへ続く



ブランド：HDX［HDX］
品番：05GLHD2
品名： The Home Depot 5 ガロンバケツ
参考上代：¥1,000（税別）

定番HDX５ガロンバケット。フタ無し。1オーダー
10 個まで。MADE IN USA

ブランド：
品番： 05GXCA01020
品名：Caution5 ガロンバケットリフレクター
参考上代：¥1,500（税別）

セーフティーカラーリフレクター付きバケツ。ペ
イントや洗車、掃除、ガーデニング、小物入れな
どに。MADE IN USA

ブランド： 
品番：RG5500BK
品名：5ガロンバケツ（ブラック）
参考上代：¥1,200（税別）

スタンダードな 5ガロンバケット。ペイントや洗
車、掃除、ガーデニング、小物入れなどに。
MADE IN USA

ブランド： 
品番：RG5700
品名：5ガロンバケツ（ホワイト）
参考上代：¥1,200（税別）

スタンダードな 5ガロンバケット。ペイントや洗
車、掃除、ガーデニング、小物入れなどに。
MADE IN USA

ブランド： 
品番：05GLCMO
品名：5ガロンバケツ（カモ）
参考上代：¥1,500（税別）

迷彩柄 5ガロンバケット。ペイントや洗車、掃除、
ガーデニング、小物入れなどに。MADE IN USA

ブランド：
品番：05GLAPG
品名：5ガロンバケツ（リアルツリー）
参考上代：¥1,500（税別）

Realtree 柄 5 ガロンバケット。ペイントや洗車、
掃除、ガーデニング、小物入れなどに。MADE IN 
USA

ブランド：
品番：210635
品名：5ガロンバケツ（マルチミックス）
参考上代：¥1,500（税別）

側面に目盛りが記載され液体の混合などに便利な
5ガロンバケット。ペイントや洗車、掃除、ガー
デニング、小物入れなどに。MADE IN USA

スポット入荷製品のご案内 2019/11 月入荷予定
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ブランド：HANDｙ［ハンディ］
品番：BER-1500
品名：ハードペイントカップ
参考上代：¥980（税別）

ペイント用ハンドル付きペール。16 オンス（約
470 ml）。マグネット式ブラシホルダー付き。
MADE IN USA

ブランド：United Solution［ユナイテッド
ソリューション］品番：PN0030
品名：１クォート ペイントバケット
参考上代：¥480（税別）

１クォート（約 946ml）の耐溶剤性プラスチック
製ペイントペール。目盛り付き。

ブランド：United Solution［ユナイテッド
ソリューション］品番：PN0092
品名：2.5 クォートペイントバケット
参考上代：¥890（税別）

2.5 クォート（約 2.37L）の耐溶剤性プラスチック
製ペイントペール。目盛り付き。

ブランド：
品番：1500-1
品名：1インチペンキブラシ（幅 2.5ｃｍ）
参考上代：¥320（税別）

使いやすい 1インチ幅のペンキブラシ。

ブランド：
品番：1500-2
品名：2インチペンキブラシ（幅 5ｃｍ）
参考上代：¥420（税別）

使いやすい 2インチ幅のペンキブラシ。

ブランド：
品番：1500-3
品名：3インチペンキブラシ（幅 7.5ｃｍ）
参考上代：¥520（税別）

使いやすい 3インチ幅のペンキブラシ。

ブランド：　
品番：H9-XK
品名：デラックスペイントキット（メタルトレー）
参考上代：¥1,800（税別）

ペイント用金属製トレイ、ローラー、ローラーフ
レームのセット。MADE IN USA

ブランド：Core Gear［コアギア］
品番：57311
品名：ペイント缶オープナー＆クリーナー
参考上代：¥480（税別）

 ペンキ缶オープナー。ペンキ缶縁の残った塗料を
取り除く事も可能。2個セット。

ブランド：Core Gear［コアギア］
品番：57312
品名：ペイント缶注ぎ口サポート
参考上代：¥1,200（税別）

1ガロンペンキ缶の注ぎ口に付け塗料のスムーズ
に注げます。無駄な塗料の垂れ難い形状。2個セッ
ト。※日本規格の缶は対応しない場合があります。

スポット入荷製品のご案内 2019/11 月入荷予定
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ブランド：Core Gear［コアギア］
品番：CG136
品名：シーラープラグ（ブルー）
参考上代：¥590（税別）

コーキングチューブの乾燥を防ぐキャップ。
MADE IN USA

ブランド：Core Gear［コアギア］
品番：CG138
品名：シーラープラグ（イエロー）
参考上代：¥590（税別）

コーキングチューブの乾燥を防ぐキャップ。
MADE IN USA

スポット入荷製品のご案内 2019/11 月入荷予定
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