
他にも多数、オリジナルノベルティ
グッズを取り扱っております！

まずはお問い合わせだけでも、お気軽にどうぞ！

詳しくはWEBデジタル
セールスプロモーション専用サイトにて

他社と差をつける
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SP・デジタル

お客様のご要望にお応えいたします！

OEM生産の流れ

ノベルティ
インパクト

大大
全ての商品が全ての商品が

だから安い！だから安い！
卸価格

！！！！！！！！

オープンキャンパスや
企業説明会に！

説明資料と一緒に配布。
会社や大学の案内や商品
PRに効果的です。

商品プロモーションや
購入特典などに！

商品名やロゴを印刷して配布
する事で、知名度アップ！
購入特典やイベント等でも
活躍いたします！

記念品として！ 営業ツールとして！
自社商品のPRをデジタル
コンテンツとしてノベルティ
に反映。効果的に商品PRを
行うことができます。

卒業式や会社の記念行事に！
思い出の写真や言葉を
入れて配布。心に残る特別な
記念品です。

最新デジタルノベルティ

大量掲載中！
カタログに掲載しきれない商品、さらに詳しい商品情報は専用WEBサイトで！

http://www.spgoods.jp

OEM
生産 名入れ、パッケ－ジ、梱包、のし掛けなどもすべてお任せください！

デジタルノベルティ全商品
「名入れ」サービス承ります！

デジタルコンテンツを
利用し、PR効果をアップ！

材質、形状、デザイン、全てオリジナル対応できます！

オリジナルパッケ－ジ

オリジナル製品でより自由度の高い販促を！

商品成型 　　　　

高品質＆低価格にてオリジナルノベルティグッズをご提供いたします！

商品の詳しい商品情報、様々な写真カット等を掲載しています！ぜひご覧ください！

名入れサービスとは、ノベルティの中に　
会社名やロゴを印刷するサービスです。
会社名やショップ名、商品名を
印刷して配布する事で
知名度アップ。その他には、
記念品、商品プロモーション、
企業説明会などにも効果的です。

インパクトのある外観、印象に強く
残るデザインなら立体成型アイテム
がオススメです！写真イメージから3D
図面を描きサンプルを作成。写真から
起こした3D図面をもとに金型を作成
します。だから細かなデザインでも
成型できます！

パッケージもうまく活用してプロモーション効果
をアップ！コストを押えたい、商品を見せたい、エコ
をアピールしたい、高級感を出したいなどお客様
の用途に合ったパッケージをご提案いたします。

USBメモリやデジタルフォトフレーム
等は、デジタルコンテンツを組み込む
ことでさらにPR効果のアップが図れ
ます！起動時の会社およびブランドの
ロゴ表示や、商品PRコンテンツ等
様々な組み込みが可能です。

http://www.spgoods.jp

販売店・代理店

お問い合わせ
商品のご要望・数量などを
お知らせください

ご提案
商品・仕様等、ご要望を
元にご提案いたします

お見積り
ご発注 生産納品業界最安値水準で

お見積りいたします！

サンプルご提出
実際の商品イメージを
ご確認していただきます

商品に会社名やロゴを
プリント！

イラストから
3D図面を
描きます！

白箱白箱

金型を作成
します

完成！！完成！！

販促効果
UP!

例えば

例えば

エコロジーBOXエコロジーBOX

リテール
BOX
リテール
BOX

缶ケース
シリンダー
ケース

缶ケース
シリンダー
ケース

背面に付属品を
入れることもできる！

商品のかたちを
見せたい時に

商品に動きを
出したい時に

「ブリスターパック」「ブリスターパック」
デザイン・形状も自由自在にできる

USBメモリならUSBメモリなら

一味違う！PR効果を高めるオリジナルティあふれるノベルティをご提供いたします！

ありきたりの販促グッズでは面白くない！

おすすめ

広 島 営 業 所 広島市西区楠木町1-10-1 TEL:082-235-3536 FAX:082-235-3537□
大 分 営 業 所 大分市顕徳町3-3-6 TEL:097-548-5785 FAX:097-548-5786□

北 陸 営 業 所 石川県石川郡野々市町字二日市町511-1 TEL:076-294-1451 FAX:076-294-1452□

福 山 出 張 所 福山市南本庄3-4-44 TEL:084-928-0700 FAX:084-928-0701□

高 槻 出 張 所 大阪府高槻市辻子2-1-1 TEL:072-670-6030 FAX:072-670-6031□静 岡 出 張 所 静岡市葵区長沼690 TEL:054-267-3700 FAX:054-267-3701□
和 歌 山 出 張 所 和歌山市美園町4-86 TEL:073-425-5585 FAX:073-425-5586□高 知 出 張 所 高知市知寄町3-306 TEL:088-880-5522 FAX:088-880-5523□

姫 路 出 張 所 姫路市安田町3-122 TEL:079-287-0065 FAX:079-287-0068□

鹿 児 島 営 業 所 鹿児島市上之園町33-2 TEL:099-214-3918 FAX:099-214-3919□

熊 本 営 業 所 熊本市西原3-1-7 TEL:096-384-5255 FAX:096-384-5257□

北 九 州 営 業 部 北九州市小倉北区香春口1-7-4 TEL:093-932-6507 FAX:093-932-6508□岡 山 営 業 部 岡山市北区鹿田本町7-24(第2シマムラビル1F） TEL:086-235-2703 FAX:086-235-2705□

松 山 営 業 所 松山市天山3-15-10 TEL:089-915-2055 FAX:089-915-2056□
高 松 営 業 所 高松市東ハゼ町3-4 TEL:087-866-7600 FAX:087-866-8001□

宮 崎 出 張 所 宮崎市橘通西5-6-65 TEL:0985-23-0008 FAX:0985-23-0035□

関 西 営 業 所 大阪市淀川区西中島4-3-8 新大阪阪神ビル1階  TEL:06-6838-4123 FAX:06-6838-4122□
関 東 営 業 所 東京都千代田区神田須田町1-2-7 淡路町駅前ビル8階 TEL:03-3526-5451 FAX:03-3526-5450□コムロード名古屋営業所 名古屋市中区大須3-46-15 TEL:052-263-5825 FAX:052-242-8770□

西 日 本 営 業 所 福岡市博多区東比恵3-3-1 TEL:092-481-7812 FAX:092-481-7822□
特機事業部

京 都 営 業 所 京都市右京区西院西溝崎町7番地 TEL:075-325-1025 FAX:075-325-1026□

東京都千代田区神田須田町1-2-7 淡路町駅前ビル8階 
TEL:03-3526-5451 FAX:03-3526-5450

SI東京営業部
大阪市淀川区西中島4-3-8　新大阪阪神ビル1階
TEL:06-6838-4123 FAX:06-6838-4122

SI大阪営業部
福岡市博多区豊2-3-19
TEL:092-481-7802 FAX:092-481-7651

SI福岡営業部（株）コムロード名古屋法人営業部

 TEL:052-263-5830 FAX:052-242-6384
名古屋市中区大須3-46-15
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もらってうれしい実用的アイテム！
パソコンの必需品！デジタルノ

ベルティの定番！！
パソコンの必需品！デジタルノ

ベルティの定番！！使用頻度が高いのでPR効果
も抜群！！

コンパクトデジタルアイテム！
USBメモリ

卸価格だから安い！ スピード納品！安心の高品質

デスク周り
を快適に！

回転式カラフルUSBメモリ
（2GB～32GB）
AL-X102
本体サイズ:55×18×9mm 
最低ロット:100個(別途相談)(オリジナル対応時3,000個) 
納期:約3週間～

保護キャップが回転式の優れたデザイン。
人気急上昇中です。

ルーペ付マウス
AL-MGMS1

拡大鏡3倍、USB2.0接続対応
光学式800dpi、外形寸法38ｘ11ｘ

66mm

最低ロット：1,000個(別途相談)

USB4ポートハブ
HCH-1

USB2.0接続対応、USBx4ポート
サイズ：42x22x15mm

使ってみると意外と便利！マウスとル
ーペが一体に！

ちょっと変わったマウスでインパク
ト大！

動画でメッセージが
残せるビデオメモ！
1.77型カラー液晶搭載！

お気に入りの写真
が入れられます！

フルカラーで印刷できる
マウスです。
USB部分を
おしゃれに
収納！

ルーペ付マウス

USB4ポートハブ 名入れ範囲:23×10mm(シルク印刷) 

回転式キャップ

緑 黒 赤 黄色橙

白 黒

青 黄色
オリジナル
カラー

赤

緑

ピンク

ブルー

黒

白

オレンジ 紫 青 グレイ オリジナル
カラー

価格はご相談ください。

車型マウス AL-M15

USB接続、光学式、800dpi
本体サイズ：115×60×40mm
最低ロット：1,000個（別途相談）
納期：約4週間～

車型マウス
青

黒

シルバー

価格はご相談ください。

ビデオメモ
AL-VIDME
本体サイズ：67x62x12mm
重さ：42g、1.77型カラー液晶
USB充電式

ビデオメモ

価格はご相談ください。

かわいいカップ型
カードリーダー
CR-10

かわいいカップ型
カードリーダー
CR-10
USB2.0接続対応 、バスパワー
本体サイズ：58ｘ42ｘ36mm重量：9g
対応カード：SD/miniSD/ microSD/MMC/MS-PRO-DUO/
MS-MG/M2/MS-PRO-MG/MS-ROW

カップ型カードリーダー

回転式

価格はご相談ください。

価格はご相談ください。 価格はご相談ください。

価格はご相談ください。

御社のロゴを入れて
PR効果アップを！

目を引くデザイン自動車型USBマウス！

ライトが光る！

保護キャップが回転式の優れたデザイン。
人気急上昇中です。

スタンダード
USBメモリ
（2GB～32GB）
AL-H101 
本体サイズ：68×20×6mm 
最低ロット：100個(別途相談)(オリジナル対応時3,000個) 
納期：約3週間～ 

名入れ範囲：37×8mm
　　　　　（シルク印刷） 

黒 赤白

黒 茶

黒 茶

シルバー 紫黒

青 茶

シルバー

シルバー

青 オリジナル
カラー

スタンダード

違いのわかる大人のUSBメモリ。 
革の質感と金属の強度を装えた最高級タイプ。
違いのわかる大人のUSBメモリ。 
革の質感と金属の強度を装えた最高級タイプ。

名入れもしやすくPR効果大の
スタンダードUSBメモリ5色ラインナップ。
名入れもしやすくPR効果大の
スタンダードUSBメモリ5色ラインナップ。

1 2

オリジナル
デザインマウス
AL-XP1
USB接続、光学式、800dpi、ケーブル長約750mm 
本体サイズ：約55×85×15mm 
最低ロット：1,000個（別途相談） 
納期：約4週間

オリジナルデザインマウス

価格はご相談ください。

コンパクト
サイズ
コンパクト
サイズ

USBケ－ブル
伸縮式！

USBケ－ブル
伸縮式！

microSD
カードスロット
microSD
カードスロット

ソーラー式
8桁電卓
ソーラー式
8桁電卓

時計時計 体脂肪計体脂肪計

フォトフレームワイヤレスマウス
AL-PHM1

無線周波数：27Hz、写真サイズ43×43mm
外形寸法：56x95x20mm
最低ロット：1,000個（別途相談）

フォトフレームワイヤレスマウス

価格はご相談ください。

USBハブ名刺立て&
ステーショナリーセット
MN-001H

USBハブ名刺立て&
ステーショナリーセット
MN-001H
USB2.0x3ポートハブ/メモ帳/名刺立て/小物(クリップなどの)
入れ/デジタル時刻表示、サイズ：225x103x52mm、
カラー：白/ピンク/青/緑

USBハブ名刺立て&ステーショナリーセット

価格はご相談ください。

USB電源、適用床面積約6畳
連続稼働時間約2時間、稼働方式ヒーター式
本体サイズ:90x125mm、本体重量:130g

アロマスピーカー

価格はご相談ください。

ソーラー電卓
ケース入り3色ペン
AL-MA093

ソーラー電卓
ケース入り3色ペン
AL-MA093
サイズ：23x58x146mm
電源：ソーラー、セット内容：電卓付ペンケース/
ボールペンx3(青・赤・黒)

サイズ：23x58x146mm
電源：ソーラー、セット内容：電卓付ペンケース/
ボールペンx3(青・赤・黒)

ソーラー電卓ケース入り 3 色ペン

価格はご相談ください。

LEDマウス
AL-LTMS1

解像度：800dpi、外形寸法：108ｘ50ｘ10mm                             
対応OS：Windows XP/VISTA/7

LEDマウス

価格はご相談ください。

コンパクトケース
タイプカードリーダー
AL-C10

USB接続 
本体サイズ：63×55×20mm
対応メディア：SD/MMC/microSD

/miniSD/

MS/MSProduo/XD/M2/CF
最低ロット：1,000個（別途相談） 

納期：約4週間～

カードリーダー

USBケーブルも
底面に収納
できるので 
とっても便利
 

ストラップも付いています！ スライド式でルーペが使える！

価格はご相談ください。本体サイズ：57×14×7mm
最低ロット：100個(別途相談)、納期

：約4週間～

ずっしりとくる重さで高級感抜群。

もらってうれしいアイテムです。 

名入れ範囲：22×8mm（シルク・レー
ザー印刷）

回転キャップ搭載の
ステンレス製モデル。

価格はご相談ください。

USBセキュリティロックキャップ 
AL-ULK001

3桁デジタル式パスワードロック
最低ロット：1,000個～、納期：約4週

間

＊本製品にはUSBメモリ機能はござ
いません。

USBセキュリティロックキャップ 

人気アイテム！！クールなデザイン！
LEDライト内蔵でロゴが幻想的に
光ります！

USBフラッシュメモリなどの
USB端子に取り付ける
ダイヤル錠。

LCDクロック付
体脂肪計
AL-LCDFAT
本体サイズ：88x35x14mm、時計機能/体脂肪計、
付属品：モニター電池1個付き(ボタン電池CR2025または
CR2032対応)、ストラップ付き
最低ロット：50個、納期：約4週間

LCDクロック付体脂肪計

価格はご相談ください。

メタルUSBメモリ
(2GB～32GB)
AL-J100
本体サイズ：55×17×9mm 
最低ロット：100個(別途相談)
納期：約4週間～ 

メタルUSBメモリ

価格はご相談ください。

名入れ範囲：25×7mm
（シルク・レーザー印刷）

メタル素材仕様。
重量感がたまり
ません。

カラフルな3色ペンを
ソーラー電卓付き
ケースにセット！

デスクにお気に入りの写真を！

時間を光で表示！
7色に光るデザイン！

パソコンアクセサリーの定番USBハブ！ デスクに
ちょっとした
アクセントを！

身長、体重などの基本情報をセットして、ボタンに
指をあてるだけの
簡単測定！

インナーシートが簡単
に差し替え
られます。

香・光・音で楽しむ
リラックスタイム！

USBｘ3ポートハブとステーショナリーが
セットになりました！

アロマスピーカー
PB-HG01
アロマスピーカー
PB-HG01

価格はご相談ください。

ロゴが光るUSBメモリ
(2GB～16GB)
AL-FLASH

本体サイズ：75×23×8mm 
最低ロット：100個（別途相談）
納期：約4週間～ 

ロゴが光るUSBメモリ

PCへ挿し込むとロゴが光る。

販促効果抜群です！

名入れ範囲：22×6mm（LEDロゴ印
刷）

LED色：赤、青、黄色、緑、白

使用時に内部が光ることで、
ロゴが浮かび上がる
イルミネーションデザインタイプ。

ロゴがクールに光ります！

回転式回転式

回転式回転式

回転式回転式

キーホルダー型スライド式USBメモリ
(2GB～16GB)
AL-COB3
本体サイズ：34.5×15×5mm 
最低ロット：500個（別途相談） 

キーホルダー型スライド式USBメモリ
名入れ範囲：15×5mm
（シルク印刷） 

シルバー 水色黒

ピンク

オリジナル
カラー対応

赤黄緑

ブルー ホワイトオレンジ

ゴールド

キーホルダー型回転式USBメモリ 
(2GB～16GB)
AL-COB4
本体サイズ：36×12×6mm
最低ロット：500個（別途相談）
納期：約4週間～ 

キーホルダー型回転式USBメモリ

価格はご相談ください。

名入れ範囲：15×5mm（シルク印刷）

COBチップ搭載回転式USBメモリ
(2GB～32GB)
AL-COB1N
本体サイズ：49x24x7mm 
最低ロット：200個（別途相談）
納期：約4週間～ 

COBチップ搭載回転式USBメモリ

価格はご相談ください。

名入れ範囲：20mm x 10mm

COBチップだから
防塵、防水！

レザーUSBメモリ TypeA 
(2GB～16GB)
AL-S100A
本体サイズ：95×27×9mm 
最低ロット：100個(別途相談)
納期：約4週間～ 

レザーUSBメモリ

価格はご相談ください。

名入れ範囲：25×8.5mm
（素押し印刷） 

高級感のある
本革仕様。

超薄型カードUSBメモリ1.9mm 
(2GB～16GB)
AL-M-08
本体サイズ：84×52×2mm
最低ロット：100個（別途相談）
納期：約3週間～

超薄型カードUSBメモリ

価格はご相談ください。

名入れ範囲：84×52mm
（両面フルカラー印刷）

名刺サイズのスリムカード型。

ドッグタグ型ネックレスUSB
(2GB～16GB)
AL-DOGTAG
本体サイズ：50ｘ30ｘ5mm
最低ロット：300個（別途相談）
納期：校了後約35日

ドッグタグ型ネックレスUSB

価格はご相談ください。

名入れ範囲：
30×20mm
（シルク印刷）

ゴールドバーUSB
(2GB～16GB)
AL-GOLD1
本体サイズ：60×23×11mm
最低ロット：300個（別途相談）
納期：約4週間～

ゴールドバーUSB

価格はご相談ください。

シークレットUSB
(2GB～16GB)
AL-SECRET USB
本体サイズ：77（長さ）×22（直径）mm
最低ロット：300個（別途相談）
納期：校了後約35日

シークレットUSB

価格はご相談ください。

シリコン
リストバンド
USBメモリ
(2GB～16GB)
AL-USM6023

シリコン
リストバンド
USBメモリ
(2GB～16GB)
AL-USM6023
本体サイズ：L 210mm
最低ロット：250個（別途相談）
納期：約4週間～

シリコンリストバンドUSBメモリ

価格はご相談ください。

名入れ範囲：120×10mm
（シルク印刷）

名入れ範囲：40×25mm
（シルク印刷 3色まで）

シリコン素材のリストバンドにUSBメモリを
組み込みました。

レザーUSBメモリ
TypeB
(2GB～16GB)
AL-S100B
本体サイズ：90×24×9mm 
最低ロット：100個(別途相談)
納期：約4週間～ 

レザーUSBメモリ

価格はご相談ください。

名入れ範囲：25×8mm
（素押し印刷） 

茶

木目

木製USBメモリ TypeA 
(2GB～16GB)
AL-S500A
本体サイズ：57×28×10mm
最低ロット：100個（別途相談）
納期：約4週間～

木製USBメモリ

価格はご相談ください。

名入れ範囲：33×20mm
（レーザー彫刻印刷）

木の温かみを手に触れて
感じて下さい。

茶

木目

木製USBメモリ TypeB 
(2GB～16GB)
AL-S500B
本体サイズ：60×18×9mm
最低ロット：100個（別途相談）
納期：約4週間～

木製USBメモリ

価格はご相談ください。

名入れ範囲：
33×15mm
（レーザー彫刻印刷）

温かみのある
木目の風合いが
グッド。

シルバー黒

黄色青

赤白

PICK !!

PICK !!

P KUP!!

P CKUP!!

P KUP!!
USBハブ付
フォトフレーム
AL-UH0378

USBハブ付
フォトフレーム
AL-UH0378
USB2.0、3ポート搭載、
外形寸法：122ｘ75ｘ208
最低ロット：1,000個（別途相談）

USBハブ付フォトフレーム

価格はご相談ください。

プロジェクター
クロック
AL-PCL1
最低ロット：1,000個(別途相談)

プロジェクタークロック

価格はご相談ください。

誰にも使われたくないUSB機器を
物理的に

キャップロック。第三者の使用を抑
制します！

カラフルデザイン！カラフルデザイン！

9in1カードリーダー！9in1カードリーダー！

3倍率
ルーペ
3倍率
ルーペ

回転式回転式

人気アイテム！人気アイテム！
販売
実績
販売
実績100100万本突破！万本突破！

持ち運びに便利なコンパクト収納式カ
ードリーダー！！

名入れ範囲も大きいのでPR効果抜群！

回転式メタル
USBメモリ
(2GB～16GB)
AL-J104

名入れ範囲:48×74mm
(フルカラー印刷) 

白 赤 青 黒 オリジナル
カラー

フルカラー
印刷対応



卸価格だから安い！ スピード納品！安心の高品質

持ち運びに便利な
コンパクトタイプ！
持ち運びに便利な
コンパクトタイプ！

大容量
8000mA
大容量
8000mA

最新デジタルノベルティ

大量掲載中！
カタログに掲載しきれない商品、さらに詳しい商品情報は専用WEBサイトで！

http://www.spgoods.jp
最新デジタルノベルティ

大量掲載中！
カタログに掲載しきれない商品、さらに詳しい商品情報は専用WEBサイトで！

http://www.spgoods.jp

他社と差をつける！最新デジタルグッズ！

ココロに残る
インパクト！
ココロに残る
インパクト！
ココロに残る
インパクト！デジタルAV

注目度No.1 便利に使ってもらえる人気アイテム！便利に使ってもらえる人気アイテム！

携帯携帯＆スマートフォングッズスマートフォングッズ
音楽・写真・映像！ワンランク上のデジタルノベルティ！音楽・写真・映像！ワンランク上のデジタルノベルティ！

人気！ 記念品として一番喜ばれる

デジタルノベルティグッズです
！デジタルフォトフレーム！デジタルフォトフレーム！

M-Pocket
LV510

microSDスロット搭載(max32GBまで)、MP3/WMA対応
バッテリー内蔵(USB充電式)、1.3型LCD液晶、
内蔵スピーカー搭載(2Wx2)
FMラジオ、サイズW110xD67xH33mm

パソコンの音楽再生が可能！
1台5役のミュージックプレーヤー！

スピーカー搭載だからみんなで楽しめる！

スピーカー搭載だから
みんなで楽しめる！

充電式だから
エコで経済的！

多機能音楽プレーヤー

USB&SD
再生機能搭載スピーカー
MUSIC CASE
MBS-22MU
microSDスロット(max8GBまで)/USBポート搭載、MP3対応
バッテリー内蔵(USB充電式)、LED液晶、内蔵スピーカー搭載
(2.5Wx2)、FMラジオ

多機能音楽プレーヤー

白 赤

白 黒

白 黒
青

価格はご相談ください。

価格はご相談ください。価格はご相談ください。 価格はご相談ください。価格はご相談ください。 価格はご相談ください。価格はご相談ください。

価格はご相談ください。

デジタルオーディオプレーヤー

ポータブルスピーカー

FMラジオ

ボイスレコーダー

時計&カレンダー
デジタルオーディオプレーヤー

ポータブルスピーカー

FMラジオ

1台5役

デジタルマルチプレイヤー
MBMP-U8

microSDスロット搭載(max16GB)、1.8型液晶、音楽：MP3/WMA/WAV、
動画：AVI(128x160pix)、写真：JPG対応、バッテリ内蔵(USB充電式)、
ボイスレコーダー機能、サイズ：W90xD42xH10mm、重さ28.5g

1.8型液晶付！動画も楽しめる！
microSDスロット搭載多機能動画&音楽プレーヤー！！

デジタルマルチプレーヤー

価格はご相談ください。

microSDスロット搭載

microSD
スロット

携帯電話＆スマートフォン
3WAYマルチチャージャー
AL-MCBT1
バッテリー内蔵(2000mAH)、SD/MSカードリーダー内蔵
iPhone/スマートフォン/3DS/Dsi LL/Dsi/PSP用コネクタ内蔵
LEDライト搭載、外形寸法：6.4x6.3x3.0cm　

これは便利！携帯＆スマートフォン
アクセサリーの決定版！！

LEDライトとして！

カードリーダーとして！

携帯＆スマートフォン充電！

コンパクトに収納！

携帯充電、スマートフォン充電
カードリーダー、LEDライトの3つの
機能が1つに！

マルチチャージャー

価格はご相談ください。

ソーラー充電器
AL-P130 BK/WH
　　対応：docomo/Softbank3G/au/iPhone3G/3GS
/4/iPod/スマートフォン全般/PSP/DS Lite/DSi
内蔵バッテリー容量：1000ｍAh（リチウムポリマー電池内蔵）
出力電圧：DC5Ｖ/電流：最大1A
本体充電時間：ソーラー充電約15-20時間
充電約4時間（付属の充電用ケーブル使用）
本体サイズ：43x110x12mm、質量：約55g

ケータイやiPhone、ポータブルゲーム機
の充電に便利なソーラーバッテリ！！

豊富なコネクタ！
ケータイ、スマートフォン、

ゲーム機もOK！
・繰り返し約500回充電可能！
・太陽光でエコ充電！

ソーラーチャージャー

価格はご相談ください。

多機能
3WAY！

3つの機能でサイクリングが
より楽しく、安全に！
高輝度&省エネ
LEDライト！！
自転車
MP3プレーヤー
機能付
LEDライト
Mr.CYKMAN  BCMP3L

LEDライト/MP3プレーヤー/防犯アラーム機能搭載
USB充電式バッテリ内蔵、スピーカー内蔵
microSDスロット(カード別売)、MP3/WMA対応

自転車用MP3プレーヤー機能付LEDライト

価格はご相談ください。価格はご相談ください。

MP3プレーヤーとして!

FMラジオとして!

ヘッドフォンとして!

多機能3WAY！

FMトランスミッター
MBF-3
MP3ファイル対応、USB/microSDポート付(メモリ別売)
12Vシガーソケット対応、対応周波数87.5～108MHz
リモコン付

MP3プレーヤー内蔵FMトランスミッター

価格はご相談ください。

写真もムービーも撮れる！
なのにこんなにコンパクト！！

手のひらサイズ！

手のひらサイズのムービー
カメラ撮るmini
MINIDV MDV-2(黒/黄/白)

USB充電式、microSDカード対応(カード別売max16GB)
500万画素、1280x960(30fps)、動画記録最大80分
サイズ約50x30x15mm、重さ約14g

ムービーカメラ

価格はご相談ください。

写真高画質！500万画素！

USB-AC変換！パソコンなしで
USB充電が可能！！

モバイルバッテリー
BP05-8000

8000mA、USB充電式(約500回充電可能)
充電時間約7～8時間、サイズW120xD75xH15mm、重さ約250g

携帯電話・スマートフォン・ゲーム機など
マルチに充電できる！大容量モバイル
バッテリー！

価格はご相談ください。

驚異の大容量8000ｍA！

各種アダプタ付属

動画高画質！HD画質(1280x960pix)

イコライザー機能搭載
USBポート＆microSDスロット搭載！

７インチフォトフレーム (静止画専用 )
AL-DPF701NN
７インチフォトフレーム (静止画専用 )
AL-DPF701NN

7インチTFT液晶パネル(480ｘ234)、300cd/㎡、内蔵メモリ8MB、SD/MMC/
MS/USBスロット搭載、JPEG対応、電源：AC100Vダプター、スライドショー/
リピート再生/パンスキャン/ローテト機能、本体サイズ：縦140ｘ横208ｘ高25mm
最低ロット：100個（別途相談）、納期：約4週間～

7インチTFT液晶パネル(480ｘ234)、300cd/㎡、内蔵メモリ8MB、SD/MMC/
MS/USBスロット搭載、JPEG対応、電源：AC100Vダプター、スライドショー/
リピート再生/パンスキャン/ローテト機能、本体サイズ：縦140ｘ横208ｘ高25mm
最低ロット：100個（別途相談）、納期：約4週間～

USBで簡単写真転送！最もポピュラーで見やすい！
スライドショー機能付の7インチフォトフレーム。
USBで簡単写真転送！最もポピュラーで見やすい！
スライドショー機能付の7インチフォトフレーム。

７インチフォトフレーム (静止画専用 )

静止画専用

7インチ

USB-AC変換アダプター  
A-1
USBポートx1、
入力電圧AC100～240V(50～60Hz)
出力5V/1000mA

USB機器の電力供給をコンセント
からも可能にするアダプタ！！

USB-AC変換アダプタ

価格はご相談ください。

USBシガーアダプター
HCCH-2 BK/SV/WH
USBx1ポート、最大出力電流2000mA
入力電圧12V/24V両対応、出力電圧DC5V
サイズ50x20x20mm

わずか5cmのコンパクトサイズ
車の中でスマートフォンを充電するのに便利！！

USBシガーアダプター

価格はご相談ください。

3 4

デジタル
オーディオ
プレイヤー
MBMP-M10
microSDスロット搭載(max16GB)、MP3/WMA対応、日本語表示対応、
バッテリ内蔵(USB充電式)、ボイスレコーダー/イコライザー機能搭載

デジタルオーディオプレーヤー

価格はご相談ください。

microSDスロット搭載

内蔵4GBメモリ

有機LED搭載
デジタル
オーディオ
プレイヤー
MBMP-S22

有機LED搭載
デジタル
オーディオ
プレイヤー
MBMP-S22

USB2.0接続対応、内蔵4GBメモリ、microSDスロット(カード別売)
有機LED液晶(128x32)バッテリ内蔵(USB充電式)、
ボイスレコーダー機能サイズ：W75xD30xH13mm、重さ36g

デジタルオーディオプレーヤー

価格はご相談ください。

ネックストラップ型イヤホン

ヘッドフォン型MP3プレーヤー
MBJH-709
SD/microSDカードスロット搭載（カード別売）、対応メディア：
MP3,WMA、FMラジオ機能、バッテリ内蔵（USB充電式）、
充電時間：約3時間、サイズW160xH190mm、重さ：210g

ヘッドホン型MP3プレーヤー

価格はご相談ください。

大容量2000mA対応

タッチパネル型
MP4プレーヤー
MBMP-5

タッチパネル型
MP4プレーヤー
MBMP-5
3型フルカラー液晶、内蔵2GBメモリ、microSDスロット搭載
カラー：ブラック、ホワイト、付属品：本体、USBケーブル、
ヘッドホン、取扱説明書

タッチパネル型MP4プレーヤー

価格はご相談ください。

充電式ステレオスピーカー
MBS-16
出力2Wx2、USB充電式、ステレオミニジャック
カラー：ブラック、レッド、メタル、梱包形態：化粧箱入り、
付属品：本体、ACアダプター、USBケーブル、
オーディオケーブル、取扱説明書

バッテリー内蔵スピーカー

価格はご相談ください。

名入れ範囲：70×10mm（シルク印刷）名入れ範囲：70×10mm（シルク印刷）

７インチフォトフレーム
AL-DPF702N
７インチフォトフレーム
AL-DPF702N

７インチ TFT LCD(430×234)、200cd/㎡、内蔵メモリ16MB、SD/MMC/MS/
USBスロット搭載 、JPEG/MPEG1/MP4/AVI/MP3/WMA対応
本体サイズ：235×165×30mm、自動電源ON/OFF、静止画＆動画再生、
時計/カレンダー機能、最低ロット：100個（別途相談）
納期：約4週間～

７インチ TFT LCD(430×234)、200cd/㎡、内蔵メモリ16MB、SD/MMC/MS/
USBスロット搭載 、JPEG/MPEG1/MP4/AVI/MP3/WMA対応
本体サイズ：235×165×30mm、自動電源ON/OFF、静止画＆動画再生、
時計/カレンダー機能、最低ロット：100個（別途相談）
納期：約4週間～

最もポピュラーで見やすい7インチタイプのフォトフレーム。 
アラームやカレンダー機能も付いた多機能モデル！
最もポピュラーで見やすい7インチタイプのフォトフレーム。 
アラームやカレンダー機能も付いた多機能モデル！

７インチ動画再生対応フォトフレーム

動画再生対応

7インチ

時計 アラーム

タイマー スライドショー

カレンダー 音楽 時計 アラーム タイマー

スライドショー カレンダー 音楽

名入れ範囲：70×10mm
　　　　　（シルク印刷）
名入れ範囲：70×10mm
　　　　　（シルク印刷）

デジタルフォトフレーム
MBPF-10N
デジタルフォトフレーム
MBPF-10N

10.2型(1024x600pixel)液晶、SD/USBスロット搭載
MPEG1/2/4,AVI,MP3,WMA,JPEG対応
10.2型(1024x600pixel)液晶、SD/USBスロット搭載
MPEG1/2/4,AVI,MP3,WMA,JPEG対応

大画面10インチで迫力の
写真再生！高精細デジタル
パネル搭載！

大画面10インチで迫力の
写真再生！高精細デジタル
パネル搭載！

10.2 型デジタルフォトフレーム

動画再生対応

10インチ大型液晶

ドリンクホルダー用
携帯スタンド
MBCK-8
4～8.5cm幅の携帯電話,MP3,PDA,GPS等設置可能
ドリンクホルダーの穴に合わせてサイズ調節可能

車のドリンク
ホルダーを利用
して携帯電話&
スマートフォン
を取り付けられる
便利なホルダー！

ドリンクホルダー用携帯スタンド

価格はご相談ください。

スマートフォンスタンド
AL-PST1

折りたたみ式
サイズ：128×60×6mm

スマートフォンや
携帯をしっかり
固定できるスタンド！

携帯電話や
スマートフォンを
入れて持ち運び！

携帯電話や
スマートフォンを
入れて持ち運び！

便利な折りたたみ式！

スマートフォンスタンド

価格はご相談ください。

モバイルバッグ
AL-SPBAG
モバイルバッグ
AL-SPBAG
材質:ナイロン/ソフトスポンジ 
サイズ：約13x7cm
最低ロット：5000個～（要相談）

モバイルバッグ

価格はご相談ください。

モバイルバッテリー

タブレットPC
ホルダー
US-1001

タブレットPC
ホルダー
US-1001
7～10.1型液晶タブレットPC/iPad/iPad2対応、スタンド360度回転、
W170xD110xH40mm、重さ約210g、壁掛け/車の後部座席に取付
可能(車載取付用ベルト付属)

タブレットPCをさらに使いやすく！
縦・横・角度自在に調節できる！多彩に使える！！

タブレットPCホルダー

価格はご相談ください。

手持ちホルダー

壁掛け&車内取付

スタンド

スマートフォン用防水ケース
HCCK-6B
防水仕様、自転車/バイク取付ホルダー付
最大装着サイズ約12.8x7.3x1.8cm

自転車に取付け可能！ケースに入れたまま操作ができる
スマートフォン用防水ケース！

スマートフォン用防水ケース

価格はご相談ください。

スマートフォン
充電器
AL-USCH1
サイズ73ｘ62ｘ9mm
iPhone/ミニUSB/
マイクロUSBアダプタ搭載

iPhone、ミニUSB、
マイクロUSBが搭載
されているから
あらゆるスマートフォンが
充電可能！！

スマートフォン充電器

価格はご相談ください。

タッチペン
AL-itouch1
タッチペン
AL-itouch1

伸縮タイプ
サイズ：62×9mm

スマートフォンの
ストラップとして！

画面のタッチ操作が
快適になります！

ビジネスマン
に人気の
アイテムです！

タッチペン

価格はご相談ください。

タッチペン機能付
ボールペン
AL-K231

タッチペン機能付
ボールペン
AL-K231
タッチペン/ボールペン
サイズ：長さ120mm

スマートフォンタッチペンと
ボールペンのデュアルタイプ！タッチペン

価格はご相談ください。

便利な3WAYタイプ！

モバイル充電マルチセット
HCA-7SET
モバイル充電マルチセット
HCA-7SET
au/FOMA/PSP/DSlite/iPhone対応、USB/コンセント
シガーソケット充電対応

モバイル充電マルチセット

価格はご相談ください。

ハイパワー出力！MAX2100mA

USB充電&
シンクロケーブル
MBA-8C

USB充電&
シンクロケーブル
MBA-8C
対応端子：DOCKコネクタ、ミニUSB、マイクロUSB　
ケーブル長さ：約14cm～70cm　

スマートフォンなどの充電&同期が可能。
これがあればタブレットもスマートフォンも
パソコンも繋げれる！

巻き取り式なので
持ち運びに便利！！！

USB充電&シンクロケーブル

価格はご相談ください。

4ポートUSB-AC
チャージャー
MBA-4

4ポートUSB-AC
チャージャー
MBA-4
USBｘ4ポート、入力電圧：AC100V-240V(50/60Hz)
出力電圧DC5V、最大出力電流2100mA
サイズ約60×50×30mm
（折りたたみ時)、重量75g

USB-AC充電アダプタ

価格はご相談ください。

様々な充電機能を一つにまとめた
便利なマルチ充電器！

便利なUSB延長
ケーブルもセット！

モバイル用スピーカー
MBS-21ST

2ch、2.5Wx2 RMS、3.5mmステレオピンジャック接続
電源：USB/USB-ACアダプタ/単3乾電池x4(別売)
サイズ：W130xD250xH70mm、重さ約700g

音楽をより高音質で楽しむ！
モバイルに最適なコンパクトスピーカー！

スマートフォンホルダー搭載！
3.5mmピンジャック
だからとっても便利！

2chコンパクトスピーカー

価格はご相談ください。

便利な
3WAY
電源！

MP3プレーヤー
LEDライト
防犯アラーム
スピーカー内蔵
充電式

音楽を聴きながら
サイクリング！

ボイスレコーダー機能付！

3型フルカラー液晶搭載！
縦横自在！多機能、
動画&音楽プレーヤー！！

充電式だから
持ち運び可能

音声出力端子

動画再生 写真再生

音楽再生 ボイスレコーダー
機
能

USBマルチペンタゴン充電器
MB-UKJ5MP
USB充電式、コードリールタイプ
最低ロット：1000個(別途相談)

すべてのキャリアに
対応した携帯&
スマートフォン
USBマルチ充電器！

ポッド、シール部、ヘッド部分、
デザイン変更可能！

マルチ充電器

価格はご相談ください。

パソコンのUSBポートから充電！

携帯電話

スマートフォン

便利な2WAY充電方式！！

モバイル機器の充電に！！

様々なモバイル機器の充電に対応！

docomo/au/
Softbank各種
携帯電話用の
アダプタが付属しています！

iPhone用の
アダプタが
付属しています！

USB電源の機器にも
対応！周辺機器や
ゲーム機などに
幅広く使えます。

ソーラー充電
太陽光から充電
します。

USB充電パソコンの
USBポートから
充電します。

USB機器・ゲーム機

７型７型 ７型７型

10.2 型10.2 型

ネックストラップ型イヤホン
AL-STEP1
周波数応答：20～20000Hz、感度：105+/-3dB
ストラップの長さ：約85cm、3.5mmステレオピンジャック 
最低ロット：1,000個（別途相談） 価格はご相談ください。

MP3プレーヤーやスマートフォンに最適！
ストラップにロゴ入れOK！！

車の中でMP3音楽を楽しむ！
MP3プレーヤー内蔵
FMトランスミッター！！

オリジナル
デザイン
OK!



P CKUP!!品

卸価格だから安い！ スピード納品！安心の高品質
最新デジタルノベルティ

大量掲載中！
カタログに掲載しきれない商品、さらに詳しい商品情報は専用WEBサイトで！

http://www.spgoods.jp
最新デジタルノベルティ

大量掲載中！
カタログに掲載しきれない商品、さらに詳しい商品情報は専用WEBサイトで！

http://www.spgoods.jp

環境配慮
をアピール！
環境配慮
をアピール！

万が一の場合
に備えて

万が一の場合
に備えて
万が一の場合
に備えて オリジナル防災グッズオリジナル防災グッズ

女性向けノベルティ女性向けノベルティ

季節商商ecoノベルティecoノベルティ

女性のための
人気アイテム
女性のための
人気アイテム
女性のための
人気アイテム

美容＆フィットネス！
女性に喜ばれる
アイテムを厳選！

♥

♥♥

♥

♥

♥

♥

♥

「自然にやさしく、環境保護

に配慮した商品」でPR

SUPER DYNAMO LIGHT
(TF-23)

LEDライト、AM/FMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電
4WAY電源(ソーラー/手巻き/AC/単2乾電池x3本※別売)

アロマディフューザー
aroma Misty
PB-HS01

家庭用100V電源、超音波式加湿、適応床面積約6畳
容量150ml(給水タンク)/100ml(給水用カップ)
推奨容量120ml、サイズW18xD12xH22cm、重さ約300g

レッド

7色にゆっくり変化するLEDライトの灯

イエロー

ブルー

ライトブルー グリーン ピンク パープル

TF-35

クロック&ラジオ付
エマージェンシーライト
クロック&ラジオ付
エマージェンシーライト
※ACアダプタ/携帯電話アダプタ(docomo/au/
softbank）付属

LEDライト、AM/FMラジオ、
サイレン、携帯充電がこれ1台で！

スーパーダイナモライト

光、ミスト、香りの空間！イルミネーション&
加湿機能付アロマディフューザー！！

アロマディフューザー

Light

超音波で霧化された
超微細なミスト。

お好みのアロマオイルを
入れてアロマテラピー！

エマージェンシーライト

価格はご相談ください。

価格はご相談ください。

価格はご相談ください。

LEDライト

AM/FMラジオ

サイレン機能

携帯電話充電

1台4役の充実機能！

LEDライト

AM/FMラジオ

防犯サイレン

携帯電話充電

1台4役の充実機能！

加湿

イルミネーション

アロマポット

7色！幻想的に光るLEDライト！

ミスト3段階調節可能！

LEDライト
AM/FMラジオ
アラーム付クロック
携帯電話充電

1台4役！

LEDライト
AM・FMラジオ
LEDライト
AM・FMラジオDH-920

AM/FMラジオ/LEDライト/携帯充電、電源：手巻き
充電/乾電池(単4電池x2本 別売)サイズ123x63x
47mm、重さ214g

LEDライト付AM・FMラジオ

価格はご相談ください。

手巻き充電

乾電池

2WAY電源携帯電話
充電機能付
ソーラー充電式
LEDライト
SLL-3
LEDライト12灯搭載、ソーラー/USB/コンセント充電対応
携帯電話充電対応、サイズ190x100x73mm、
重さ約400g

ソーラー充電式LEDライト

価格はご相談ください。

扇風機

LEDライト

AM/FMラジオ

ミラー付自転車用
電子ベル
ミラー付自転車用
電子ベル FBM-102RD
主な機能：電子ベル/ライト/ミラー、電源：ボタン電池x3(AG13)
防水仕様、サイズ：W60xD88xH33mm

自転車用電子ベル

価格はご相談ください。

電子ベル
ライト

ミラー付
耐水仕様DH-911

PocketyLight
AM/FMラジオ機能、ライトLED3灯、携帯充電、スピーカー出力0.25W
サイズW125.6xD42.5xH51.5mm、
重さ約125g

手巻き充電ライト&ラジオ

価格はご相談ください。

パチンとクルン反射バンド
RB-1
サイズ：31ｘ11mm

パチンとクルン反射バンド

価格はご相談ください。

ソーラー充電可能！

DYNAMO LIGHT mini
DNM-1

LEDライト、FMラジオ、携帯電話充電、手巻き充電式、
スピーカー搭載

緊急時に大活躍！
手巻き充電式多機能
LEDライト！！

手巻き充電式ダイナモライト

価格はご相談ください。

自転車通勤
のチェーン
の巻き込み
防止に！

魅惑の眼力へ！
美しいカールが
長時間続く 
超簡単まつ毛
メイク！

すぐに思い通りの形にカールできる 
1つのボタンでオンオフが出来る 
熱くなりすぎない安全設計

車のヘッド
ライト等
の光で反
射します。

あなただけの
オリジナルアイ
ビューティーが
作れちゃう！
クリスタル付！

COOL FAN
SF385
扇風機、LEDライト、AM/FMラジオ、4WAY電源
(充電バッテリ/USB/AC/単3乾電池x3本※別売)

LEDライト搭載充電式扇風機

ソーラーLEDライト
AL-SLED1

4LED搭載
ソーラー充電/USB充電式

ソーラーLEDライト

価格はご相談ください。 価格はご相談ください。

ハンディミスト
iBeauty+Plus
PB-BP02

サイズ：52×110×22.5mm 
貯水タンク容量：約3ml 
電源：単4乾電池x4本 
電圧：DC・6V、消費電力：2W 
噴出流：約0.9m/1分、噴出時間：約30秒

ネイルケア
10点セット
NS146

大人気のスタンダードモデル。
iBeauty PLUS

携帯ミスト美顔器 ネイルケア

価格はご相談ください。

価格はご相談ください。

ヒート
アイラッシュ
カーラー
PB-PD01
本体寸法：全長約13.5×幅3.5cm
電源：単4電池2本（別売）

ヒートアイラッシュカーラー

価格はご相談ください。

ヒートアイラッシュカーラー
PB-PD05
サイズ：85x21x10mm、重さ約19g
USB充電式、温度：80～85℃、充電時間：約25分
(フル充電で約30～35分使用可能)

ヒートアイラッシュカーラー

価格はご相談ください。

BIAスキンアナライザー
PB-PD04

サイズ：H137ｘW31ｘD26mm 、重量：約37g 、測定方法：BIA、
測定間隔：約4秒 、使用温度：10～40℃、電池寿命：約400回測定可能 
電源：CR2032リチウム電池ｘ1個 
材質：ABS樹脂、アルミ 

スキンチェッカー

価格はご相談ください。

ホワイト ピンク

シルバー ビビッド
ピンク

ゴールド

好きなカーブを描ける 
まつ毛用のコーム（櫛）に最適 
LEDライト付きのリッチな設計

LED付ヒート
アイラッシュ
カーラー
PB-PD02
本体寸法：全長約11.4×幅1.9cm 
電源：単4電池1本（別売）

ヒートアイラッシュカーラー

価格はご相談ください。

簡単・手軽にネイルケアができる コンパクトサイズ 
ネイルに優しいソフトな駆動

ネイルケア&
ポリッシュツール
PB-PD03
本体寸法：全長約11.2×幅4.3cm
電源：単4電池2本（別売）

ネイルケア&ポリッシュツール

価格はご相談ください。
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超音波加湿器 little Misty
PB-HS02
超音波式加湿、加湿範囲最大6畳まで、タンク容量180ml
USB/AC/DC(12V/24V対応)電源、車載ホルダー付
サイズ145x80x80mm、質量約110g

乾燥した空気中に
水分補給！

3WAY電源式小型加湿器

価格はご相談ください。

PB-HH01
USB接続あったかハンドウォーマー手袋USB接続あったかハンドウォーマー手袋
USB接続、ヒーター内蔵(取外し可)
素材アクリル、USBケーブル長130cm

男女兼用フリーサイズ
ウール素材、手先を
覆うポケット付

冬場のデスクワークを快適に！
寒い冬に快適なパソコンアイテム！！

USB接続ハンドウォーマー

価格はご相談ください。

花粉対策

風邪対策
インフルエンザ対策

肌アレ防止対策

ドライアイ対策

ノドアレ防止対策

USB/AC充電電子カイロ

価格はご相談ください。

ミスト量の調節可能！
安心の超音波式！

たった4秒で簡単
お肌チェック。

のアイテムものアイテム

のアイテムものアイテム

春・夏春・夏

秋・冬秋・冬

ペットボトル
超音波式加湿器
ペットミスティー
PB-HS04
超音波式加湿、適応床面積最大2畳(木造)/3畳(鉄筋)
家庭用100V電源、使用可能ペットボトル：300ml/500ml
サイズW110xD70xH80mm、重さ約300gUSB/AC充電
(充電時間約3.5時間)、携帯充電機能、2段階温度調整
サイズ85x62x20mm、重さ約75g

どこにでもあるペットボトルが
タンクに変身！持ち運びにも
便利な超音波式加湿器！！

車に取り付けOK!

ペットボトル超音波式加湿器

価格はご相談ください。

USBあったかマウスパッド
ヒートパッド
PB-HH04
USB電源、ヒーター参考温度約38℃前後
サイズ約220x220x25mm、重さ約116g

ヒーター内蔵！冷えた
手をすぐに暖めます！

USBあったかマウスパッド

価格はご相談ください。

防水iPhoneケース
HC-LMB007
パックサイズ：約13.5x8.5x2cm以下 
耐水性：水深20メートルまで

今お使いのスマートフォンを手軽に防水化！

※写真はイメージです。
　スマートフォン別売。

スマートフォン用防水ケース

USBファン

価格はご相談ください。

USBファン
AL-USF1
電源：単3電池ｘ4本（別売）またはUSB
スピード：1700RPM
外形寸法：L210xW62xH190mm
材質：ABS/メタル、カラー：ホワイト、ブラック 価格はご相談ください。価格はご相談ください。

暑さのりきるナイスアイテム！
コンパクトサイズのUSBファン！

クールな存在感！デスクにスッキリと
マッチするスリムデザイン！
ブラック、ホワイトの2カラー！

今やオフィスの夏の風物詩！
この夏もらってうれしいアイテムNo.1!

USBファン USBファン

USBイオナイザー

USBファン
AL-USF2

電源：USB、クリップでの使用も可能
外形寸法：300x205x150mm 
材質：PP、カラー：ホワイト、ブラック、ピンク

USBファン
AL-USF3
電源：単3電池ｘ4本（別売）またはUSB、回転スピード：2000RPM 
外形寸法：L153xW108xH204mm、カラーボックス：156x120x210mm  
重さ：216g、材質：ABS&PP
カラー：ピンク、ホワイト、ブラック  価格はご相談ください。

USBイオナイザー
AL-USI1

USBイオン空気清浄機
マイナスイオン発生量：100万/㎤、電源：USB、
外形寸法：89.5ｘ21.5ｘ21.5mm、
重さ22g

車載用マイナスイオン発生器

カーイオナイザー
PB-CG01
シガーソケット電源(12V専用)、マイナスイオン発生
機能、アロマ機能、サイズ約160x53x30mm、
重さ約80g

花粉の季節に！
車内の空気を
マイナスイオンで
リフレッシュ！

花粉の季節に大活躍！ デスクのワンポイントに！

デスクに取り付けられる
クリップタイプ！

マイナスイオン
の力で空気を
浄化！

便利な首振り
機能付！

角度調整
自由自在！

スリムなフォルムが
美しい！！

USB電源だけでなく
乾電池でも使える！

角度自在！

価格はご相談ください。

USB空気清浄機

電源消費：3W、寸法：9.5x9.5x14.5cm
電源:USBまたは、
単4電池ｘ3本（別売） 価格はご相談ください。価格はご相談ください。

面白ファン

AL-FLFAN1
面白ファン面白ファン
USB接続
やわらかい羽根なのでけがをすることはありません。
電池にも対応（単3電池ｘ3本別売）
寸法：17.0ｘ9.0ｃｍ（はね含まず）

価格はご相談ください。

LED数
3灯
LED数
3灯

LEDソーラーライトキーホルダー
AL-SLT1
LED数3灯、サイズ：約H57xW35xD10mm
重量：約15g

LEDソーラーライトキーホルダー

カラフルラインナップ

価格はご相談ください。

紙製
スピーカー
AL-PASP1
本体サイズ：90×90×60mm 、3.5mmピンジャック 
最低ロット：2000個（別途相談） 
納期：約4週間～

環境にやさしい紙製スピーカー！
フルカラー印刷が可能でPR効果
バツグン！

驚きの明るさ！

便利なソーラー式のLEDライトキーホルダー！
ソーラー充電式なので、電池切れの心配無し。

電池不要！エコで経済的！
ソーラー充電！

節電対策に！省電力サーキュレーター！
紙製スピーカー

価格はご相談ください。

外形寸法：58×60×46mm
重さ：約50g

金属針を一切仕様しない、
環境にも優しいホッチキス！針無ホッチキス

価格はご相談ください。

とっても明るいLED4基搭載！

フレキシブルネック
で使いやすい！

ソーラーで充電！

防災グッズの
決定版！

AM/FMラジオ
で情報収集！

手巻きで
携帯電話の
充電が可能！

トーチライトとしても使用
が可能！

LEDライト
FMラジオ
携帯電話充電

1台3役の充実機能！

USBホット＆クーラー

USBホット＆クーラー
AL-CW2
ホット55度/コールド10度
外形寸法：138×87×40mm

コーヒーや紅茶の保温用に！
冷たい飲み物の保冷用に！！

お手軽！
USB接続！！

価格はご相談ください。

エコほっか
PB-HH03

USB/AC充電(充電時間約3.5時間)
携帯充電機能、2段階温度調整
サイズ85x62x20mm、重さ約75g

これ一台で指先から
かかとまでをケア！

フルカラー
印刷対応

Mist Aroma

USB空気清浄機
AL-USAP1

針無ホッチキス
AL-STPL1

セット内容 アタッチメントx10種類
甘皮プッシャー
ネイルドライヤー（本体一部） 

簡単取付！

モバイル
バッテリー
として使用
できます!

コネクタとケーブル付属

首かけもできる
　　 ストラップも
      付いています!

あったか電子カイロ!
内蔵されたセラミック
発熱体が発熱する事で、
素早い加温を実現!
ON/OFF可能 2段階温度調整可能


