
アメリカのHARDWAREショップ、
物流ブランドなどのアイテム入荷！

1644998
QUICKLID™5 ガロンバケツ用ダストパン ￥2,600（税込￥2,860）
■5ガロンバケツに取付できるダストパン。簡単に取付可能で５ガロンバケツをチリトリやペンキローラーの絞りとして利用可能。
工夫次第で色々な用途で使用できます。 ■サイズ：32x15x21cm ■材質：プラスチック ■MADE IN USA
※バケツは含まれません。※一部メーカーの５ガロンバケツには使用できない場合があります。

HOT
item!!

再入荷 !

PN0140
5 ガロンバケツ
【Lowe's】

￥2,400 ( 税込￥2,640 )

PN0144
2 ガロンバケツ
【Lowe's】

￥2,000 ( 税込￥2,200 )

ACE11153
5 クォートバケツ レッド
【ACE HARDWARE】
￥2,000 ( 税込￥2,200 )

UL-5QT
ULINE ペイントカップ 5QT

￥800 ( 税込￥880 )
● 発注ロット 5

UL-2.5QT
ULINE ペイントカップ 2.5QT

￥450 ( 税込￥495 )
● 発注ロット 5

UL-REAFB
ULINE リーフバック

5枚セット
￥1,000 ( 税込￥1,100 )

05GLCONT
5 ガロンバケツ

【CONTRACTORS WAREHOUSE】
￥2,400 ( 税込￥2,640 )

782151
CONTRACTORS WAREHOUSE
カーペンターペンシル
￥140 ( 税込￥154 )

UL-SCP
ULINE スコップ
￥1,800 ( 税込￥1,980 )

※5 ガロンバケツは発注ロット 10（LEAKTITE の 5 ガロンバケツも含めアソート可）となります。

05GL-UL-BL
5 ガロンバケツ
【ULINE ブルー】
￥2,200 ( 税込￥2,420 )

05GL-UL-WH
5 ガロンバケツ

【ULINE ホワイト】
￥2,200 ( 税込￥2,420 )

在庫切れ 在庫切れ



SP90562
SOAP PAD 洗剤付スチールパッド
●洗剤付きスチールウールたわし ●キッチン、トイレ、アウトドア用品などに ●10 個入り
※樹脂や柔らかい金属には傷がつきますのでご利用出来ません。※使用前に目立たない部分で
テストしてからご利用ください。

X00750
XTRA 洗剤付スチールパッド

パルモリーブ 236ml　各￥500 ( 税込￥550)

●食器用洗剤
●酵素パワーで汚れすっきり

●除菌タイプ食器用洗剤
●オレンジの香り

ADC0576
【オキシプラスパワー】

ADC1634
【アンチバクテリア】

ADC3120
フォルトレス クリーンキング 400g　
【アルミ】￥580 ( 税込￥638)
●アルミ用クレンザー
●鍋などのアルミ製品に

ADC0229
カーボナー
シャンプーザブラシ 813.2ml
￥1,500 ( 税込￥1,650 )
●カーペット用クリーナー
●先端のブラシとスポンジで汚れを除去

ADC1195
クロロックス 
タイレックス 946ml
￥1,500 ( 税込￥1,650 )
●塩素系カビ取りスプレー
●浴室、洗面台周りなどに

ADC0889
クロロックス 
フォーミュラ 409 946ml　
￥1,500 ( 税込￥1,650 )
●住宅用マルチパーパスクリーナー
●プラスチック、ガラス、タイル、
　シンクなどに

ADC0058
クロロックス 
クリーナー +ブリーチ 946ml　
￥1,500 ( 税込￥1,650 )
●塩素系マルチパーパスクリーナー
●浴室、キッチン周りなどに
●除菌効果も

※弊社品番 ADCから始まる商品は次回入荷分より価格改定がありますのでご注意ください。

SPECIAL SALE

ADC4591
タイドウィズダウニー 
エイプリルフレッシュ 1360ml
￥2,500 ( 税込￥2,750 )
●衣類用洗剤にダウニーの柔軟効果をプラス
●優れた洗浄力と除去力

ADC7849
ウルトラタイドリキッド 
W/ ブリーチ 739ml
￥1,850 ( 税込￥2,035 )
●二倍濃縮タイプの衣類用洗剤
●洗濯物を白く、鮮やかに洗い上げます

ADC2121
ウルトラタイドリキッド
レギュラー 1360ml
￥2,800 ( 税込￥3,080 )
●アメリカを始め世界中で人気の
衣類用洗剤のオリジナルセント（香り） 
●優れた洗浄力と除去力

※容量、デザイン等、仕様の変更がある場合がございます。 

→特別上代 各￥440（税込￥484）各￥680 ( 税込￥748)

ADC3929
Mr Muscle 
アドバンスパワーバスルーム
750ml　￥1,300 ( 税込￥1,430)
●バスルームの清掃に適したクリーナー
●浴室の壁、床、浴槽、洗面台、蛇口などに
●マンダリンオレンジの香り

ADC5600
Mr Muscle 

アドバンスパワーウィンドウ
750ml　￥1,300 ( 税込￥1,430)

●窓や鏡などのガラス面に最適なクリーナー
●ふき取り跡が残りにくくフレッシュな輝きに



■アメリカ全土の大判MAP
■主要都市や国立公園など記載。
■お部屋や SHOP に貼るだけで雰囲気抜群です。
■サイズ：102x71cm ■PRINTED IN USA

US2200

アメリカ州MAP　￥800（税込￥880）

UNITED STATES WALL MAP

U.S.S.S. PLATE

HOT
item!!

■U.S. Social Security のデッドストックプレート。
■コンテナ等のギアやドアや棚などのデコレーションに。
■サイズ：約 8.2x4.5cm　
※多少のスレ傷や経年のダメージがあります。

COLE-DSPL

USSS タグプレート
￥600（税込￥660）

ほぼ原寸大



US VINTAGE MAP

■アメリカのロードマップやマウンテンガイドなど。
■経年のシワ、汚れ、退色などがあります。
■柄は選べません。

COLE-VINMAP

アメリカ VINTAGE MAP　￥600（税込￥660）
● 発注ロット 5

■壁や家具などにビス止めして使用
■サイズ：約W4xH10xD3cm 
■材質：亜鉛合金
■MADE IN USA

HD-BOTTLE

The Home Depot 
ボトルオープナー固定式
￥1,500（税込￥1,650）

DEADSTOCK
BOTTLE OPENER

■屋内用
■サイズ：W29xH58cm

CAU-71768

CAUTION スタンド LD
￥1,800（税込￥1,980）

■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。

SW276-YSS

【Swann】
ホームセキュリティーサイン
￥3,600（税込￥3,960）

■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。

HS-SYS

【SABRE】
ホームセキュリティーサイン
￥3,600（税込￥3,960）

■サイズ：W22xＬ34cm

MC454729

【Mr. Clean】 コンパクトちりとり
￥600（税込￥660）

■約 9cmの木製洗濯ばさみ 30 ピース入り。
■木製ピンチシンプルデザイン。

CLPIN30

WOOD CLOTHES PINS 30PC

SPECIAL SALE

→特別上代 
￥440（税込￥484）

￥600 ( 税込￥660)



TOOLSTOOLS

■長時間の仕様でも快適なフレーム
■傷防止のハードコートポリカーボネートレンズ
■フィットしやすい柔軟なノーズパッド

MILWAUKEE アンチスクラッチセーフティーグラス
各￥3,000（税込￥3,300）
カラー /品番
【クリア】48-73-2010
【スモーク】48-73-2015
【イエロー】48-73-2100
【グレー】48-73-2105

■様々な顔の形やサイズに合うように設計
■耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ
■ラバー製ノーズパッドで快適な使用感

DeWALT セーフティーグラス Dominator
￥3,300（税込￥3,630）
カラー /品番
【スモーク】DPG94-2C

■柔らかく快適にフィットするデュアルインジェクションラバー
■耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ
■曇り防止のベンチレーション

DPG82-11C

DeWALT セーフティーゴーグル【クリア】
￥4,400（税込￥4,840）

【クリア】

【イエロー】【スモーク】 【グレー】

■2種のマグネット仕様プラス , マイナスビット
付属。 ■細かな作業に最適な精密ドライバー。

CMHT68007N

CRAFTSMAN ペンドライバー
￥1,400（税込￥1,540）

■2種のプラス、2種のマイナス、
2種のナットに対応した 6in1 ドライバー。

CMHT68000CS

CRAFTSMAN 6Piece
マルチビットドライバー
￥3,200（税込￥3,520）

■腐食性が高く強度が高いビットを採用した
プラス、マイナスドライバー 2本セット。

CMHT65072N

CRAFTSMAN 
2Piece ドライバーセット
￥2,800（税込￥3,080）

HOT
item!!

■アメリカンユーティリティナイフ定番モデル。
■スライド式。 ■材質：メタル

10-099

Classic99 ユーティリティーナイフ
￥1,200（税込￥1,320）



59091
Allied 235 ピース メカニックツールセット
￥18,000 ( 税込￥19,800 )
●自動車の緊急事態、定期的なメンテナンス、修理に便利なツールセット。
メトリックとインチ（SAE）に対応。

69099
Allied 160 ピース ローリングケースツールセット
￥17,200 ( 税込￥18,920 )
●ハンマー、プライヤーメジャーなどに加えソケットレンチ、ビットドライバー
などがハンドル付きローリングケースに収められたツールセット。

49035
Allied 121pc タップダイスセット
￥17,200 ( 税込￥18,920 )
●一般鉄鋼のネジ切り用タップダイスセット。
●インチ（SAE）仕様　●ケース付属

61252
Allied 10 インチパイプレンチ
￥1,300 ( 税込￥1,430 )
●250mm (10") ヘビー デューティーダクタイル鋳鉄製
パイプ レンチ。
●配管および配管用途などに。

65068
Allied 6in1 ドライバー
￥680 ( 税込￥748 )
●2 種のフィリップス（+）ビット、2種類の
マイナスビットが付属
●ビットを取外せば六角ナットに対応

68104
Allied 24pc コンビネーションレンチセット
￥6,400 ( 税込￥7,040 )
● 1/4 インチから 1 インチ & 7 から 22 mm の 12 ポイント 
アングルヘッド コンビネーション レンチ セット。
●収納用ポーチ付

89081
Allied 3pc ロッキングプライヤーセット
￥3,600 ( 税込￥3,960 )
● 16 インチロングノーズロッキングプレイヤー、7インチ、
10 インチロッキングプライヤーの 3本セット。



スアビテルソフナー 800ml　各￥480 ( 税込￥528)
●メキシコ発、アメリカでも人気のブランド「スアビテル」の衣類用柔軟剤
●静電気や衣類のシワを抑え、香りが長時間持続

ADC2995

【フィールドフラワー】
ADC3084

【モーニングサン】
ADC9468

【スプリングフラワー】

※容量、デザイン等、仕様の変更がある場合がございます。 

細かい霧が広がり、お部屋の空間を
フレッシュにする芳香スプレー。
日本で販売されているものと

香りが少し違います。
アメリカの香りが

お楽しみいただけます。

細かい霧が広がり、お部屋の空間を
フレッシュにする芳香スプレー。
日本で販売されているものと

香りが少し違います。
アメリカの香りが

お楽しみいただけます。

グレードスプレー
各￥780 ( 税込￥748)　
●用途：お部屋（室内）・玄関の消臭・芳香 
●内容量：227g (8 oz) ●パッケージサイズ：H21×径 5cm

ADC3321

【クリーンリネン】
ADC3390

【パウダーフレッシュ】
ADC5393

【シアー バニラ エンブレイス】

リナジット エアフレッシュナー　各￥480 ( 税込￥528)　
●用途：お部屋（室内）・玄関やクローゼットなどの芳香に
●コーン上部を引き上げる事で香りの強さを調整可能 
●内容量：198g (7 oz) ●パッケージサイズ：H12.5×径 7cm

ADC0982

【ピュアブリーズ】
ADC6676

【ラズベリー】
ADC0630

【ハワイアンサンセット】
ADC6638

【アフターザレイン】

ADC3338

【ハワイアンブリーズ】



■サイズ：約 180x300cm

EMB-USA610

USA フラッグ【6x10ft】
￥16,000（税込￥17,600）

■サイズ：約 300x450cm

EMB-USA1015

USA フラッグ【10x15ft】
￥29,000（税込￥31,900）

■刺繍された星と、ステッチ入りの縞で高級感のある大型フラッグ。
■真ちゅうのハトメ穴とプラスチック製のDリングが 2つずつ付属。
■耐久性のある 210D オックスフォードポリエステル素材。
※ポールは付属しません。

BIG SIZE!!
BIG SIZE!!

■アメリカ星条旗とポールのセット。
■ポールの先端にはイーグルが付属。
■フラッグサイズ：約 150x90cm　ポール長：約 175cm
※ロットによりイーグル、金具の色目が異なる場合がございます。

POLEKIT01

星条旗フラッグ【ポール付き】
￥3,800（税込￥4,180）

■サイズ：約 150x90cm　

3x5ft フラッグ
￥1,800（税込￥1,980）
・USA-35【星条旗】
・ST-CA【カルフォルニア州】
・ST-HI【ハワイ州】

■サイズ：約 90x60cm

2x3ft フラッグ
￥1,500（税込￥1,650）
・USA-23【星条旗】
・ST23-CA【カルフォルニア州】
・ST23-HI【ハワイ州】

■フラッグサイズ：約 46x30cm　スティック長：約 61cm
■材質：ポリエステル、天然木

■フラッグサイズ：約 15x10cm　スティック長：約 26cm
■材質：ポリエステル、プラスチック

・STI-CALIFORNIA【カルフォルニア州】
・STI-HAWAII【ハワイ州】

・DF-CALIFORNIA【カルフォルニア州】
・DF-HAWAII【ハワイ州】

【カルフォルニア州】【星条旗】 【ハワイ州】

■素材：ポリエステル　■フラッグ左側上下にハトメ穴が付いています　※ロットにより仕様が異なる場合がございます。

※フラッグのご注文時にはサイズ、柄をご確認の上、品番、品名のお間違いの無い様ご注意ください。

ミニフラッグ スティック付き 12x18in
￥900（税込￥990）

ミニフラッグ スティック付き 4x6in
￥500（税込￥550）

■ミニフラッグをデスク等の上に飾る際に。
■材質：プラスチック
※多少のキズ、メッキ剥げがある場合があります。

DF-STAND

ミニフラッグ 4x6in 対応スタンド
￥500（税込￥550）

※フラッグ類には多少のしみ、よごれ、縫製が荒い場合がございます。

■木製ポール付きのアメリカ国旗。
■フラッグサイズ：約 30x20cm　ポール長：約 61cm

ASF0812

アメリカ スティックフラッグ 8x12 インチ
【MADE IN USA】￥740（税込￥814）

FLAGS


