
袋物

A709006
 1-2F  がま口付タテ型お財布ショルダー（10ケ）

上代合計¥19,000 ¥7,500 
上代 ¥1,900 約 W17.5×D4×H11cm 5色各 2

MD推奨品

＠750

A709014
 1-2F  コルク地横型お財布ショルダー（10ケ）

上代合計¥19,000 ¥7,500 
上代 ¥1,900 約 W19×D4.5×H10cm 5 柄各 2

値下げしました

＠750

A709022
 1-2F  ネコ柄プリント3連ファスナーポーチ（18ケ）

 ¥4,500 
約W15×D5×H10cm 3 柄各 6

新製品

＠250

A709030
1-2Fストライプナイロントート（15ケ）

   ¥4,500 
W30×D11×H25cm 3 色各 5

超特価

＠300

A709048
 1-2F  裏ラミネート付ミニトート（10ケ）

 上代合計¥12,000¥6,000 
上代 ¥1,200 W25×D15×H38cm 5色各 2

MD推奨品

＠600

A709055
 1-2F  保冷巾着ランチBAG（8ケ）

 上代合計¥12,000¥6,000 
上代 ¥1,500 W32×D16×H27cm 4色各 2

値下げしました

＠750

A709063
 1-2F  保冷ボストンバッグ（8ケ）

 上代合計¥12,000¥6,000 
上代 ¥1,500 W42×D16×H28cm 4色各 2

値下げしました

＠750

A709071
 1-2F  保冷BOXランチバッグ（8ケ）

上代合計¥8,000 ¥4,000 
上代 ¥1,000 W25×D13.5×H15cm 4色各 2

値下げしました

＠500

1このマークのセットは1セットお買上げ毎に1個口の割引運賃が必要です。 このマークのセットは何セットお買上げになっても1個口の割引運賃で発送します。

0120-473741
0120-473740

ファンビ寺内ネットストアではさらに多数の商品を掲載！！
ぜひファンビ寺内ネットストアからもご注文ください

ネットで

2021年11月2日（火）までご注文期間 ●大阪店からの出荷です。
●お持ち帰りをご希望の場合は在庫の関係上準備に時間がかかる場合がござ
いますので事前にご連絡ください。
※ご注文いただいた日が違う場合、合わせての出荷はできませんのでご注意ください。

（銀行振込の場合は、入金確認後にお届けいたします。）
ご注文後、土・日・祝を除く7日程度でお届けいたします。

～売れ筋定番セットが満載！～ K

フ リ ー
ダイヤル

フ リ ー
ダイヤル

FAXで

クイックセット専用　ご注文お問い合わせ

日曜、祝日は受注窓口を休業いたします。

ご注文は同送のＦＡＸ注文用紙をご利用ください。

※携帯電話からもご注文が可能です。

受付時間：AM10:00 ～PM5:00
※上記期間外のお問い合わせは、下記の番号をご利用ください。

TEL.06-6262-2161（代）

※FAXは夜間及び日曜・祝日・連休中も受信いたしております。

お電話で

お支払い

ご注文いただきました商品は、入金確認後にお届けいたします。
運賃、消費税を含めたお支払い金額をＦＡＸまたはお電話にてご連絡いたします。
※振込手数料はお客様負担です。

指定口座より自動引き落としの便利なクレジット決済。
お申し込みお問い合わせは営業企画課まで。06-6262-2161（代）

消費税の総額表示に関するお知らせ

FC（ファンビクレジット）

銀行振込

商品配達時に、商品代金、運賃、手数料をまとめてお支払いいただきます。
代金引換手数料は、350 円（税別）となります。離島その他一部地域は取扱不可
となっておりますので注文時にお問い合わせください。

代　  引

運賃について

各ビルでお買い上げの商品を詰め合わせする場合、割引運賃は適用されません。

マークについての説明

返品・品切れについて
※良品の返品交換はできません。
※商品は相当数準備いたしておりますが、品切れの際はご容赦ください。

このマークのセットは
1セットお買上げ毎に
1個口の割引運賃が必
要です。

このマークのセットは
何セットお買上げに
なっても1個口の割引
運賃で発送します。

このマーク表示のセットは、
サンクス価格よりさらにお得
な価格になっています。数に
限りがありますので、お早め
にご注文ください。

このマーク表示のセットは、このマーク表示のセットは、

マークのセットは、詰め合わせはできません。通常運賃が値上げされております。

弊社の販売価格及び上代につきましては、事業者間取引のため税抜価格にて表示いたします。

期間中運賃は通常出荷より割引いたします。

¥10,000 （税込）
以上で ※ 電話・FAXでのご注文

は対象外となります。

送料無料

ネットストアから
クイックセットご注文

クイックセット分のみでの発送となります。ネットストア通常商品との同時購入ができかねます。
ネットストア販売価格は税込表示となります。（クイックセット分のみのご注文で）

こちらのマークの商品は消費税8%となります。軽減税率
対象商品
軽減税率
対象商品
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服飾雑貨

B714709
 1-4F 婦人裏パイルデニム風レギンス（8本）

 上代合計¥8,000  ¥4,400 
20521・20541 上代 ¥1,000 フリーサイズ 2 種 2 色各2

MD推奨品

B714667
 1-4F 婦人綿混厚手柄ソックス（100足）

 ¥7,200 
320-0-12 綿・ポリエステル・ポリウレタン 23～25cm 色柄アソート

B714675
 1-4F 婦人内側シルク二重編ソックス（50足）

 上代合計¥100,000¥8,750 
上代 ¥2,000 内側 : 綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン 
外側 : ポリエステル・ポリウレタン 22～24cm 色アソート

MD推奨品

B714683
 1-4F 婦人抗ウイルス加工ソックス（40足）

 ¥5,200 
綿・ポリエステル・その他 23～25cm 4 柄 2 色各 5

MD推奨品

＠550

B714634
 1-4F 婦人毛混裏起毛無地パイルソックス（100足）

 ¥8,700 
335-4-12345 ポリエステル・アクリル・毛 23～25cm 色柄アソート

B714535
 1-4F  婦人モダールラビット口毛手袋（10双）

 上代合計¥15,000¥6,500 
NO.34 上代 ¥1,500 アクリル 50%・レーヨン 50% 
クロ 3・グレー・コン・茶各2・エンジ1

MD推奨品

＠650

B714543
1-4F   婦人モダールラビットW口毛手袋（10双）

 上代合計¥16,000¥8,000 
NO.14 上代 ¥1,600 アクリル 50%・レーヨン 50% 
クロ 3・グレー・コン・茶各2・エンジ1

MD推奨品

＠800

B714584
 1-4F フクレ織ジャガードストール（10枚）

 ¥5,000 
3306 ポリエステル100%・ニット部分 :アクリル100% 
約 200×30cm 色アソート

MD推奨品

＠500

B714618
 1-4F 婦人綿混柄クルーソックス（100足）

 ¥5,900 
13225 ポリエステル・綿・ポリウレタン 22～24cm 色柄アソート

＠59

B714642
 1-4F 婦人毛混柄ソックス（100足）

 ¥7,800 
320-8-67890 ポリエステル・アクリル・毛・ポリウレタン 23～25cm 色柄アソート

＠78 ＠87

B714717
 1-4F 婦人カシミア混ハンドウォーマー（40双）

   ¥7,800 
16950 ポリエステル・アクリル・毛・レーヨン・カシミア・ナイロン・
ポリウレタン フリーサイズ 4 型色柄アソート

MD推奨品

＠195

＠72
＠175

＠130繊維上の特定のウイルスの数を99,9%以上減少
遠赤加工

B714691
 1-4F 婦人裏起毛レギンス（8本）

   ¥4,400 
20391 M～ L・ L～ LL（2 サイズ） 2 色各 4

MD推奨品

＠550

B714725
 1-4F 裏シャギーアーム・レッグウォーマー（30足）

   ¥5,850 
02166-2 ポリエステル・ポリウレタン フリーサイズ

MD推奨品

B714592
 1-4F  婦人ニット手袋（10双）

 上代合計¥10,000¥3,500 
706-S 上代 ¥1,000 アクリル100% 白・黒・グレー各2・赤 
ピンク・茶・薄グレー各1 スマホ対応

MD推奨品

季節好適品

B714600
 1-4F フェイクファークロスマフラー（6枚）

 上代合計¥11,400¥6,270 
上代 ¥1,900 20×110cm 黒・ベージュ各2 オフホワイト・グレー各1

MD推奨品

＠1,045売れ筋商品

季節好適品 季節好適品

MD推奨品

B714626
 1-4F 婦人毛高率混柄クルーソックス（100足）

 ¥8,000 
OI-302 ポリエステル・アクリル・毛・ポリウレタン 22～24cm  色柄アソート

＠80

MD推奨品 MD推奨品

B714659
 1-4F 婦人アンゴラ混無地リブソックス（100足）

 ¥9,400 
93133 ポリエステル・アクリル・アンゴラ・ポリウレタン 22～24cm 色柄アソート

＠94

MD推奨品 MD推奨品

＠350

＠195

B714550
 1-4F  婦人モダールミンク玉付手袋（10双）

 上代合計¥12,000¥6,500 
NO.30 上代 ¥1,200 アクリル 50%・レーヨン 50% 
クロ 3・グレー・コン・茶各2・エンジ1

MD推奨品

＠650季節好適品

B714568
 1-4F フェイクファー差し込みマフラー2種（10本）

 上代合計¥15,000¥5,000 
4669・4670 上代 ¥1,500 ポリエステル100%・ニット部分 :
アクリル100% 約 78×10cm 2 種アソート

MD推奨品

＠500

B714576
 1-4F フェイクファー＆ニットスヌード（10枚）

 上代合計¥15,000¥5,000 
3515 上代 ¥1,500 ポリエステル100%・ニット部分 :アクリル
100% 約 68×16cm＜1周136cm＞ 色アソート

MD推奨品

＠500

男女兼用
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服飾雑貨・リビング

B759563
 11-3F  ティッシュBOX（9ケ）

 上代合計¥11,700  ¥5,850 
上代 ¥1,300 ポリエステル W25×D14×H9.5cm 3 柄各 3

今売れています

B759571
 11-3F  PVC収納スツール（5ケ）

 上代合計¥11,000  ¥5,500 
上代 ¥2,200 フタ : 天然木化粧繊維板 外面 : ポリ塩化ビニル 内面 : ポリプロピレン 
クッション材 :ウレタンフォーム 耐荷重 :80kg W48×D31×H32cm 5 柄各1

新製品

B759506
 11-3F ギフトBOX入りマグカップ（10ケ）

 上代合計¥10,000¥5,000 
上代 ¥1,000 ニューボーンチャイナ φ9×H9cm 容量 :300ml 5 柄各 2

今売れています

＠500

B759530
 11-3F ピーターラビットオルゴール（4ケ）

   上代合計¥12,000¥6,000 
上代 ¥3,000 ポリレジン φ6×H11cm 4 柄各1

新製品

＠1,500

B759514
11-3F  カップ＆ソーサー（5ケ）

 上代合計¥11,000¥5,500 
上代 ¥2,200 ボーンチャイナ カップ :φ10×H7cm ソーサー :
φ15cm 容量 :240ml 5 柄各1

今売れています

＠1,100電子レンジ対応

B759522
 11-3F ボーンチャイナマグカップ（10ケ）

   上代合計¥10,000¥5,000 
上代 ¥1,000 ボーンチャイナ φ8.5×H8cm 容量 :300ml 5 柄各 2

今売れています

＠500電子レンジ対応

B759555
 11-3F  リモコンラック（4ケ）

 上代合計¥10,400  ¥5,200 
上代 ¥2,600 ポリエステル100% W26×D14.5×H16cm 4 種各1

新製品

＠1,300

B759548
 11-3F  ボールペン（ローズ）（18本）

 上代合計¥8,640  ¥4,320 
上代 ¥480 アルミニウム 6 種各 3

新製品

＠240

B714774
 1-4F ジャガードミニタオル（100枚）

 ¥4,500 
QLT-14 約 20×20cm 色柄アソート

超特価

B714501
 1-4F お買い物便利エコリュック（7ケ）

 上代合計¥5,460¥2,450 
上代 ¥780 ポリエステル100% W40×D12×H55cm 7色各1

MD推奨品

B714527
 1-4F 保冷保温エコバッグ（12ケ）

 上代合計¥15,600¥4,200 
上代 ¥1,300 本体 : ポリエステル 保冷剤 :アルミ蒸着 W40×D26.5×H29cm 12 柄各1

超特価

＠45 ＠350

B714733
 1-4F  60cmPOE手元白JP傘＜R＞（60本）

 ¥12,300 
白 60

超特価

＠205

B714741
 1-4F  60cmPOEビニールJP傘＜R＞（60本）

 ¥15,000 
黒・黄・紫・緑・ピンク・水色各10

今売れています

＠250

B714519
 1-4F お買い物便利バッグ（7ケ）

 上代合計¥5,460¥2,450 
上代 ¥780 ポリエステル100% W59×D22×H30cm 7色各1

今売れています

＠350

B759589
 11-3F  きらきらメイクBOX（4ケ）

 上代合計¥10,000  ¥5,000 
上代 ¥2,500 ポリウレタン W21×D13×H14cm 2 柄各 2

今売れています

＠1,250

B759613
 11-3F  シェニールマット（3枚）

 上代合計¥11,400  ¥5,700 
上代 ¥3,800 ポリエステル 95% 綿 4% レーヨン1% 50×180cm 3 柄各1

新製品

＠1,900

＠350

B714766
 1-4F  60cm婦人アソートJP傘＜R＞（30本）

   ¥9,900 
35-6096 ポリエステル 柄アソート 
※アソート内容は変更になる場合があります。

今売れています

＠330

B759597
 11-3F  持ち手付き巾着（15枚）

上代合計¥10,200   ¥5,100 
上代 ¥680 ポリエステル W30×D11×H33cm 5 柄各 3

新製品

＠340

B759605
 11-3F  マチ付エコバッグ（10枚）

上代合計¥10,000   ¥5,000 
上代 ¥1,000 ポリエステル W46×D16×H40cm 5 柄各 2

今売れています

＠500

B714758
 1-4F  60cm無地黒手元JP傘＜AT＞（60本）

   ¥16,560 
ポリエステル 黒・水色 各10 カーキ・紺・オフ白・ライトグリーン・
ピンク・ターコイズブルー・ハナコン・赤 各 5

MD推奨品

＠276超売れ筋品

＠650
＠1,100
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お正月好適品

C759621
 11-3F 迎春 干支タオル（40枚）
   ¥3,200 

綿 100% 約 W34×H82cm 4 柄各10

MD推奨品

＠80

C759639
 11-3F 来福石けん 十二支 寅（寅）（100ケ）

 上代合計¥15,000  ¥7,500 
上代 ¥150 W8×D6×H3.5cm 62g 石けん用シール付 
フローラルラベンダーの香り のし紙100 枚付

MD推奨品

＠75

C785501
 2-4F 寅 福助さん・福娘さん（4ケ）

上代合計¥11,400   ¥6,280 
①福助さん : 上代 ¥2,700 W15×D12×H9cm
②福娘さん : 上代 ¥3,000 W15×D12×H9cm 2 種各 2

新製品

C785519
 2-4F 隆盛寅（几帳付）＆福梅寅（几帳付）（2ケ）

 上代合計¥11,100  ¥6,120 
①隆盛寅 : 上代 ¥7,500 W18×D15×H23cm（几帳の高さ）
②福梅寅 : 上代 ¥3,600 W9×D7.5×H17cm（几帳の高さ） 2 種各1

新製品

C785543
 2-4F  ちぎり和紙（大）紅白梅 寅

 上代¥10,000  ¥5,500 
W34×D21×H16.5cm

新製品

C785527
2-4F  寅 根付け（24ケ）

上代合計¥9,780 ¥5,400 
①上代 ¥380 ②上代 ¥400 ③上代 ¥400 ④上代 ¥450 4 種
各 6

新製品

C754036
 11-2F 感謝の心 米菓詰合せ（12箱）

上代合計¥4,800 ¥3,480 
上代 ¥400 1箱 66g 3 種各1

今売れています

＠290

C754002
 11-2F 新年菓 寿 干支せんべい（12箱）

 上代合計¥6,000  ¥4,500 
上代 ¥500  1箱 :12 枚入 賞味期限 : 製造日より90日

年始のご挨拶・お年賀に最適!!

＠375

干支や寿など開運・縁起物の柄が
せんべいに印字されており、ご挨拶やお年賀に
最適です。

C754044
11-2F大阪前田 コメントあられ（30袋）

上代合計¥9,000 ¥5,700 
上代 ¥300  1袋 :35g（1袋に16 個のあられが入っております。） 
賞味期限 : 製造日より180日

MD推奨品 ノベルティに最適なのし袋入りのあられです

＠190

普段言葉にできない「ありがとう」の
気持ちを個包装にデザインしたコメント
入りのあられです。

C754028
11-2F  迎春 和菓子詰合せ（16箱）

 上代合計¥8,000  ¥5,600 
上代 ¥500 1箱 :12 個入 賞味期限 : 製造日より120日

MD推奨品 上品な和菓子の詰合せです

＠350

お正月を彩ったらくがん 半生ゼリー よう
かんが入っており、お正月のおもてなしに
最適です!!

C754051
11-2F金吾堂 ありがとうのきもち（12箱）

上代合計¥6,000   ¥3,840 
上代 ¥500  1箱 :20 枚入 賞味期限 : 製造日より150日

ハート型のかわいいおせんべいです

ちょっとした贈り物に最適です。丁寧に心
を込めてハートの形に焼き上げたお醤油
の香り漂うお煎餅です。 ＠320

C754010
11-2F迎春あられ 和紙紐付袋（20袋）

 上代合計¥5,000  ¥3,100 
上代 ¥250  1袋 :6 個入 2 種各10 賞味期限 : 製造日より150日

年始の粗品に最適な和紙入りのあられ詰合せです

＠155
縁起物の絵柄の和紙袋に入ったあられです。
あられは個包装されています。

C701060
1-1F  干支メタルセットねつけ（寅）（90ケ）

 上代合計¥13,500  ¥6,030 
上代 ¥150 金・銅・ハート 3 型各 30

MD推奨品

＠67

C785535
 2-4F  ちぎり和紙（特大）書初め

 上代¥16,000  ¥8,800 
W30×D25×H30cm（屏風の高さ）

新製品

C701011
C701003

1-1F  干支メタルセット（寅）（90ケ）

上代合計¥13,500

   ¥5,760 
上代 ¥150 メタル 2 型各 45

MD推奨品

＠64

②
① ねつけ

キーホルダー
C701037
C701029

1-1F  干支樹脂・真鍮セット（寅）（80ケ）

上代合計¥15,000

   ¥6,400 
上代 ¥150 樹脂 （白・アイボリー） 2 色各 30 上代 ¥300 真鍮 
（トラ柄） 20

MD推奨品

＠80

②
① ねつけ

キーホルダー
C701052
C701045

1-1F  干支クリアセット（寅）（90ケ）

上代合計¥13,500

   ¥5,760 
上代 ¥150 アクリル 3 色各 30

MD推奨品

＠64

②
① ねつけ

キーホルダー

C701078
 1-1F 金箔入開運干支セット（15ケ）

 上代合計¥9,000  ¥4,950 
ガラス・金箔 開運お財布お守り : 上代 ¥350 W1.7×H1cm ストラップ :
上代 ¥550 W2.5×H1.5cm （ガラス部分）置物 :W4×H2.5cm 3 種各 5

今売れています

C701086
 1-1F 福がま口（10ケ）

 上代合計¥7,000  ¥3,500 
上代 ¥700 綿 100% W9.5×H8cm 色柄アソート

＠350

今売れています
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① ①

① ② ④ ③

C785550
2-4F開運鏡瑠璃福寅・ペア寅（6ケ）

 上代合計¥10,500  ¥6,000 
①上代 ¥1,500 寅 :W5.5×D3.1×H4.3cm 鏡台 :W11.8×D11.8cm 
②上代 ¥2,000 寅 :W3.8×D3×H3.6cm 鏡台 :W11.8×D11.8cm
2 種各 3

新製品

① ②

②

②


