












MELCU-SI
パステルピンク

5708315140750
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Rice’s Quality
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エッフェル塔キャンドル　アソート

ロット : 1 サイズ：H18xＬ8xW8cm
CDEIF-XC

5708315141917

各 ¥1,000
材質：ろう 中国製

※アソート商品の為、色のご指定はできません。

キャンドル　アソート　Pineapple

各¥1,300
ロット :1

サイズ：H15×L7×W7×D21.5cm
材質：ろう

CDPIN-XC

5708315150223

ミニキャンドル　ノーム

¥900
ロット : 1

サイズ：H5 cm
材質：ろう

CDMIN-GNOXC

5708315082289
中国製

中国製

FAV パーティーキャンドル “Beauty”

¥750
ロット : 1

サイズ：H8cm  
材質：ろう

CDWOR-BTY
パーティーキャンドル
“Princess 4ever”

¥750
ロット : 1

サイズ：H8cm 
材質：ろう

CDWOR-P4E

パーティーキャンドル
“Super Hero”

¥750
ロット : 1

サイズ：H8cm 
材質：ろう

CDWOR-SHERO

5708315117790
5708315117776

5708315117806

中国製
中国製 中国製
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※アソート商品の為、色のご指定はできません。

ロット : 1

※アソート商品の為、色のご指定はできません。





LET'S THROW A

PARTY !!

1
1

1

1
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※アソート商品の為、色のご指定はできません。
※アソート商品の為、色のご指定はできません。

※アソート商品の為、色のご指定はできません。

※アソート商品の為、色のご指定はできません。





LOoooVELY   NEW   VASES   &    FLOOR MATS 
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LOoooVELY   NEW   VASES   &    FLOOR MATS 

バルブベースＳ　パープル

¥1,100    ロット :1    中国製
サイズ：H11×D9cm

GLVAS-BULP

5708315148916材質：ガラス

バルブベースＳ 　オレンジ

¥1,100   ロット :1    中国製
サイズ：H11×D9cm

GLVAS-BULBO

5708315148909材質：ガラス

セラミックベース　Tree　アソート
ソフトブルー＆ジェイド

各¥3,300    ロット :1    中国製
サイズ：H19.6×L19.5×W8cm

CEVAS-TREEXC

5708315154825材質：ドロマイト

ガラスベースＳ　イエロー

¥1,100   ロット :1    中国製
サイズ：H13×D9cm

GLVAS-SY

5708315148954材質：ガラス

ガラスベースＬ　ダスティグリーン

¥2,400    ロット :1   中国製
サイズ：H23×D13cm

GLVAS-LDG

5708315148978材質：ガラス

ガラスベースＳ　ボトルシェイプ
ダスティソフトブルー

¥1,100   ロット :1    中国製
サイズ：H16×D6cm

GLVAS-BOTSDB

5708315148893材質：ガラス

ガラスベースＬ　ボトルシェイプ
ダスティブルー

¥1,500    ロット :1    中国製
サイズ：H20×D7.5cm

GLVAS-BOTDB

5708315148961材質：ガラス

プランプガラスベースＳ
ソフトピンク

¥1,100    ロット :1    中国製
サイズ：H7.5×D9.5cm

GLVAS-PLUSI

5708315148985
材質：ガラス

プランプガラスベースＳ
ダスティピンク

¥1,100    ロット :1    中国製
サイズ：H7.5×D9.5cm

GLVAS-PLUDI

5708315148947
材質：ガラス

プランプガラスベース　Ｍ
ダークピンク

¥1,500    ロット :1    中国製
サイズ：H12×D12.5cm

GLVAS-MPLUDI

5708315148930
材質：ガラス

プランプガラスベース　Ｍ
ミント

¥1,500    ロット :1    中国製
サイズ：H12×D12.5cm

GLVAS-MPLUMI

5708315148923
材質：ガラス

※アソート商品の為、
                    色のご指定は出来ません。







各

※アソート商品の為、色のご指定は出来ません。

※アソート商品の為、色のご指定は出来ません。 ※アソート商品の為、色のご指定は出来ません。
※アソート商品の為、色のご指定は出来ません。

プリントメラミンカップ　
１６ＡＷクリスマス　アソート

ロット : 1
サイズ：Ｈ9 x φ9cm

XMECU-3XC16

5708315146318

¥900

材質：メラミン樹脂 タイ製

メラミンツートン　ジャンボカップ　
１６ＡＷクリスマス　アソート

ロット :  1
サイズ：φ12ｘH10cm

XMEJC-3XC16

5708315146561

各 ¥1,500

材質：メラミン樹脂 タイ製

スモールメラミンボウル　
１６ＡＷクリスマス　アソート

ロット : 1
サイズ：Ｈ6 x φ11cm

XMEBW-3SXC16

5708315146349

¥1,300

材質：メラミン樹脂 タイ製

ディナーナプキン　　
１６ＡＷクリスマスアソート

ロット : 6 サイズ：Ｌ33 x Ｗ3cm
XNAP-CHEMXC

5708315147230
材質：綿　100％ マダガスカル製

スモールプリントメラミントレイ
１６ＡＷクリスマス　アソート

ロット :  1
サイズ：Ｌ23 x Ｗ16.5cm

XMECP-3REXC16

5708315149395

各 ¥1,200

材質：メラミン樹脂 タイ製

クリスマスボール　M　アソート

ロット : 3
サイズ：φ7cm

XBALL-SNXC

5708315146868
材質：ガラス、ポリエステルグリッター

チェコ製

ガラスオーナメント　Cone　アソート

ロット : 2 サイズ：Ｌ9 x Ｗ4cm
XHAN-CONXC

5708315146875

¥1,400
材質：ガラス チェコ製

ガラスオーナメント　　 Lantern

ロット :3
サイズ：Ｌ10 x Ｗ5cm

XHAN-LAN

5708315146981

各 ¥2,300
材質：ガラス
チェコ製

クリスマス　ヴィンテージガラスボールＳ
アソート

ロット : 2 サイズ：Ｌ6.5 x W5.5cm
XBALL-SVIXC

5708315147001

¥1,000
材質：ガラス チェコ製

クリスマスツリーＳ　　シルバー

ロット :1
サイズ：H45cm

XTREE-MSIL

5708315146905

¥3,700

材質：ワイヤー、　PVC、プラスチック
タイ製

ガラスオーナメント　　 Flamingo

ロット : 1
サイズ：Ｈ12 x Ｌ4 x Ｗ16cm

XHAN-FLAM

5708315146943

¥2,500

材質：ガラス チェコ製

クリスマスツリーＬ　ネオンピンク

ロット :1
サイズ：H90cm

XTREE-LNI

5708315146912

¥6,800

材質：ワイヤー、　PVC、プラスチック
タイ製

各¥1,600
各 ¥1,000

各
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各各

※アソート商品の為、色のご指定は出来ません。 ※アソート商品の為、色のご指定は出来ません。 ※アソート商品の為、色のご指定は出来ません。

※アソート商品の為、色のご指定は出来ません。
※アソート商品の為、色のご指定は出来ません。








