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JAN：4901435-992730 JAN：4901435-992723 JAN：4901435-992716

約48時間

約60時間

約140時間

本体サイズ：W50×L50×H128mm
燃焼時間：約48時間
発注単位：12／ケース入り数：12×3
原産国：マレーシア

BA071-00-00

¥650（税込 ￥715）
オベリスクキャンドルＳ

本体サイズ：W50×L50×H185mm
燃焼時間：約60時間
発注単位：6／ケース入り数：6×4
原産国：マレーシア

BA072-00-00

¥1,100（税込 ￥1,210）
オベリスクキャンドルＭ

本体サイズ：W65×L65×H222mm
燃焼時間：約140時間
発注単位：4／ケース入り数：4×3
原産国：マレーシア

BA073-00-00

¥1,700（税込 ￥1,870）
オベリスクキャンドルＬ

W50mm W50mm W65mm

H128
mm

H185
mm

H222
mm

オベリスクキャンドル　
文化的遺産オベリスクをモチーフにした、美しい四面とトップのカットが特徴のキャンドル。
火を灯すと、四角を残した形で溶け進みます。
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JAN：4901435-630908

JAN：4901435-613178

クリスタル
ガラス

GO(ゴールド)
JAN：4901435-
　　630885

SI(シルバー)
JAN：4901435-
　　630892

JAN：4901435-632322JAN：4901435-632339

JAN：4901435-630861 JAN：4901435-630878

本体サイズ：φ80×H148mm
容量：約50ml（燃焼時間：約11時間）
発注単位：1／ケース入り数：36
原産国：中国

SJ041-00-0210
オーブオイルガラスS

¥2,500（税込 ￥2,750）
本体サイズ：φ80×H202mm
容量：約50ml（燃焼時間：約11時間）
発注単位：1／ケース入り数：24
原産国：中国

SJ041-00-0220
オーブオイルガラスL

¥3,000（税込 ￥3,300）
本体サイズ：W67×L33×H212mm
発注単位：1／ケース入り数：100
原産国：中国

SJ043-00-02
キャンドルトング

¥1,000（税込 ￥1,100）

JAN：
4901435-
633220

シルバーグレー
本体サイズ：φ80×H120mm
発注単位：6／ケース入り数：6×3
原産国：中国

SJ653-00-00SIG

¥1,000（税込 ￥1,100）
シャインキャンドルランプ

WS4 6 8

本体サイズ：φ110×H178mm
発注単位：1／ケース入り数：8
原産国：中国

SJ042-00-02
フリルシェード

¥4,000（税込 ￥4,400）

S

色番：GO（ゴールド）、SI（シルバー）
本体サイズ：φ80×H157mm
発注単位：1／ケース入り数：24
原産国：中国

SJ042-00-01色番

¥3,500（税込 ￥3,850）
ストライプシリンダー

WS4 6 8

ゴールド
本体サイズ：φ90×H130mm
発注単位：1／ケース入り数：24
原産国：中国

SJ042-00-03GO

¥3,000（税込 ￥3,300）
スクエアクリスタルランプ

WS4 6 8

ゴールド
本体サイズ：φ95×H155mm
発注単位：1／ケース入り数：24
原産国：中国

SJ042-00-04GO

¥1,500（税込 ￥1,650）
ブリックスランプ

WS4 6 8

キャンドルトング

クリアカップボーティブ プチボトル 4H4 プチボトル 6H6 プチボトル 8H8 ガラスボトル ワイドWガラスボトル ショートSクリアカップティーライト

JAN：4901435-609478 JAN：4901435-624211

SJ654-00-00GO
燈あかり
とう ¥3,000（税込 ￥3,300）
ゴールド
本体サイズ：φ105×H158mm
発注単位：1／ケース入り数：12×2
原産国：中国

WS4 6 8

SJ571-00-01
ランテルヌホヤ

¥600（税込 ￥660）
本体サイズ：φ80×H105mm
発注単位：6／ケース入り数：6×6
原産国：中国

生火をカバーするのに適したホヤ。手持ちの
お皿と組み合わせてお使いいただけます。

4

キャンドルホルダー　キャンドルのあかりが一層引き立ち、魅力が深まるキャンドルホルダー。

カップ入りキャンドルや
プチボトルをホルダー
にセットする時や、
入れ替える時に便利な
キャンドル専用トング。

クリアカップキャンドル（P.02）や、プチボトル（P.17）、ガラスボトル（P.17）
などをセットして使用できます。

オイルランタン・パラフィンオイル　アウトドアにオススメのオイルランタンと、専用燃料。

BK（ブラック）
JAN : 4901435-637273

SI（シルバー）
JAN : 4901435-636290

オイルランタン

色番：BK（ブラック）、SI（シルバー）
本体サイズ：W155×L115×H350mm（ハンドル含む）
                 W155×L115×H270mm（フック含む）
箱サイズ：W165×L120×H250mm
容量：約200ml
発注単位：1／ケース入り数：12
材質：鉄、ガラス、綿
原産国：中国

SJ574-00-20色番

￥2,500（税込 ¥2,750）

JAN : 4901435-637280

オイルランタン

コパー
本体サイズ：W155×L115×H350mm（ハンドル含む）
                 W155×L115×H270mm（フック含む）
箱サイズ：W165×L120×H250mm
容量：約200ml
発注単位：1／ケース入り数：12
材質：鉄、ガラス、綿
原産国：中国

SJ574-00-20CP

￥2,700（税込 ¥2,970）

JAN : 4901435-636610 JAN : 4901435-636603

オイルランタン用ホヤ

本体サイズ：φ85×H87mm
箱サイズ：W95×L95×H135mm
発注単位：6／ケース入り数：6×6
材質：ガラス
原産国：中国

SJ575-00-10

￥700（税込 ¥770）
オイルランタン用替芯3本組

本体サイズ：W10×H120mm
袋サイズ：W55×L4×H200mm
発注単位：10／ケース入り数：10×100
3本入り
材質：綿
原産国：中国

SJ575-00-15

￥450（税込 ¥495）

虫が好まないハーブオイル（レモンユーカリ）配合！

アウトドアに欠かせない、生火を楽しめる非加圧式のオイルランタン。

JAN：4901435-636818 JAN：4901435-636832JAN：4901435-636825

本体サイズ：φ50×H195mm
発注単位：6／ケース入り数：6×8
シトロネラ、レモンユーカリオイル配合
原産国：日本

B7716-00-10

¥850（税込 ¥935）
シトロネラパラフィンオイル
250ml

本体サイズ：φ64×H232mm
発注単位：6／ケース入り数：6×4
シトロネラ、レモンユーカリオイル配合
原産国：日本

B7716-00-15

¥1,500（税込 ¥1,650）
シトロネラパラフィンオイル
500ml

クリア
本体サイズ：φ50×H195mm
発注単位：6／ケース入り数：6×8
原産国：日本

B7713-00-00C

¥700（税込 ¥770）
パラフィンオイル250ml

クリア
本体サイズ：φ64×H232mm
発注単位：6／ケース入り数：6×4
原産国：日本

B7713-00-05C

¥1,200（税込 ¥1,320）
パラフィンオイル500ml

JAN：4901435-636856 JAN：4901435-636863

クリア
本体サイズ：W70×L70×H260mm
発注単位：12／ケース入り数：12
原産国：日本

B7713-00-10C

オープンプライス
パラフィンオイル１L

オイルランタンの燃料にはカメヤマのパラフィンオイルがオススメ！
パラフィンオイル

250mlと500mlは
注入口にそのまま注げる！

日本製 日本製 日本製

日本製日本製
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きの香シ～ト

レモングラス、ジンジャー、ゼラニウムを
ブレンドしたほんのり

スパイシーでフレッシュな香り。

レモングラス、
ジンジャー、フェンネル

ローズ、ゼラニウム、スズラン

アンバー

ラベンダー、ミント、ゼラニウム、
ローズマリーが織り成す

爽やかですっきりとした香り。

ラベンダー、ミント、オレンジ

ゼラニウム、ローズマリー、ネロリ

ホワイトムスク、トンカ豆、シダーウッド

グリーンティー、グレープフルーツに
タイムとアンバーが

混ざり合ったすがすがしい香り。

グリーンティー、
グレープフルーツ、レモン

ローズ、ナツメグ、タイム

アンバー

01（グリーンティー＆グレープフルーツ）
JAN：4901435-619743

02（フレッシュシトラス）
JAN：4901435-619750

03（フレッシュラベンダー）
JAN：4901435-619798

ネロリ、ベルガモットにシトラスと
ローズをブレンドした
甘く華やかな香り。 

レモン、ローズにまろやかな
果実と花の香りが

溶け合った魅惑的な香り。

レモン、フルーティーノート

ローズ、フローラルノート

バニラ、ホワイトムスク、
シダーウッド、トンカ豆

ネロリ、ベルガモット、
グレープフルーツ、レモン

オレンジブロッサム、ローズ、
ブラックカラント、ピーチ

パチョリ、ホワイトムスク、トンカ豆

06（ルジアーダ＆フラワーズ）
JAN：4901435-619781

05（ホワイトムスク）
JAN：4901435-619774

ザクロにゼラニウム、ミント、
グリーンノートをきかせた

甘酸っぱいパウダリーな香り。

ザクロ、ミント、シトラスノート

ローズ、ゼラニウム、グリーンノート

ウッドノート

04（ホワイトポメグラネート）
JAN：4901435-619767

ディスプレイボックス
セットサイズ：
W125×L233×H270mm

番号：01（グリーンティー&グレープフルーツ）、
　　 02（フレッシュシトラス）、03（フレッシュ
　　 ラベンダー）、04（ホワイトポメグラネート）、
　　 05（ホワイトムスク）、
       06（ルジアーダ&フラワーズ）
セットサイズ：W105×L68×H250mm
箱サイズ：W110×L17×H265mm
香りの持続期間：約90日間
発注単位：8
ケース入り数：8
ディスプレイボックス付き
原産国：イタリア

PE440-05-番号
スペール

¥1,500（税込 ¥1,650）

MADE IN ITALY

液体を使わないディフューザーなので倒れてもこぼれず、割れません。
そのためお子様やペット家庭、介護の現場などでも喜ばれています。

90日間もしっかり香る! こぼれない・割れない。 DIYにオススメ。

POINT 01 POINT 02 POINT 03

イタリア生まれの香りスティック

香    り 運気UP↑こ と だ ま  

最 強のことだ ま パ ワー を持 つ言葉「あ り がとう」と「色×香 り」で、気を リ フ レッ シュさせ運気UPを狙 えるシ ー トタグ です。

R（レッド）
JAN : 4901435-603919

BRILLIANT ROSE
【ローズ】

愛と美の象徴とされ、万人に愛
されるバラの香り。その華やか
な芳香は、幸福感と安心感を
もたらします。ナチュラルで気
品のある香りです。

LB（ライトブルー）
JAN : 4901435-603896

GRASSY FIELD
【草 原】

バラに白壇、少量のレモングラ
スをブレンドした、ほのかに甘い
香り。暖かな日差しと大地の香
りを彷彿とさせる芝の香りです。

PK（ピンク）
JAN : 4901435-603902

GRANADA FLOWER
【ザクロ】

ザクロの花（真っ赤な実からは
想像もつかない可愛らしい白い
花）をイメージした香り。甘く重
厚な香りの中に、新鮮さも感じ
られる香りです。

恋愛
女子力UP

勝負
魔よけスティックを分けて

使えばもっと長持ち、
香りの強さを調整できます。

さらに！

色番：LB（ライトブルー）、PK（ピンク）、R（レッド）
本体サイズ：使用時1枚あたり
　　　　　 W50×L25×H3mm（紐含まず）
袋サイズ：W110×L205×H3mm
香りの持続期間：約10～14日間
発注単位：6
ケース入り数：6×24
原産国：日本

PE520-00-00色番
きの香シ～ト

¥800（税込 ¥880）

日本製

4 34 2

自己表現
金運

発表・プレゼンや金運を
UPしたいときに。

（原寸サイズ）

女性らしさを引き出し
魅力UPしたいときに。

受験・お見合い・デートなど
ここ一番の勝負時に。
決断力・ひらめき力UP。

プラズマアークライター

低電圧から高温のアーク※を発生させ、
キャンドルやローソク、インセンスなどの可燃物に着火。
USB充電で繰り返し使用できるので、
経済的で環境にやさしい着火器具。
風に強く、アウトドアにも便利です。
※アークとは２つの電極間で放電させること(アーク放電)によって
形成されたプラズマの一種。高温で強い光を発するのが特徴です。

JAN：4902741-305481 JAN：4902741-305498JAN：4902741-305337 JAN：4902741-305320

本体サイズ：W35×L21×H226mm
箱サイズ：W68×L41×H271mm
発注単位：12／ケース入り数：12
充電可能回数：約500回（約2～3時間でフル充電）
 1回のフル充電で約130回使用可能
 （約5秒の点火の場合）
充電用USBケーブル付き
材質：亜鉛合金、プラスチック
原産国：中国

ＵＳＢ充電式プラズマ
アークライター

オープンプライス

10T459

本体サイズ：W25×L25×H125mm
箱サイズ：W52×L31×H148mm
発注単位：12／ケース入り数：12
充電可能回数：約200回（約2～3時間でフル充電）
1回のフル充電で約50回使用可能
（約5秒の点火の場合）
充電用USBケーブル付き
材質：亜鉛合金、プラスチック
原産国：中国

ＵＳＢ充電式プラズマ
アークライターミニ函入

オープンプライス

10T456

本体サイズ：W25×L25×H125mm
パッケージサイズ：W95×L27×H180mm
発注単位：10／ケース入り数：10
充電可能回数：約200回（約2～3時間でフル充電）
1回のフル充電で約50回使用可能
（約5秒の点火の場合）
充電用USBケーブル付き
材質：亜鉛合金、プラスチック
原産国：中国

ＵＳＢ充電式プラズマ
アークライターミニＢP

オープンプライス

10T457

本体サイズ：φ20×H288～775mm
箱サイズ：W68×L33×H350mm
発注単位：12／ケース入り数：12
充電可能回数：約500回（約2～3時間でフル充電）
1回のフル充電で約130回使用可能
（約5秒の点火の場合）
充電用USBケーブル付き
材質：亜鉛合金、プラスチック
原産国：中国

ＵＳＢ充電式伸縮
プラズマアークライター

オープンプライス

10T458

ヘッドは自由な
角度に曲げて調節可能

伸縮ロッドを
伸ばせば
最長77.5cm
まで調節可能

※アークライターは販売条件が異なります。詳しくは担当営業までお問い合わせください。




