
ジャガードパイル地なので
気軽に洗えて便利！！

ブルーラインモーニングセット
税込 ￥2,993 /本体￥2,850
918500 
皿 190×220ｍｍ　
マグ h72 ｍｍ　70φ
陶器製 　日本製 

マグとプレートのセット。
ギフトにもいいね。

ブルーラインミールボウル
税込￥1,344/本体 ￥1,280
918501 
h69ｍｍ　142φ
陶器製 　日本製 

ブルーラインW/T 
税込￥630
本体￥600
918503 
330×330ｍｍ 
綿100％  日本製 

さんぽウィリーベルト
税込￥5,040/本体 ￥4,800
オレンジ　918536
グリーン　918537
ベージュ　918538
35×1000mm
牛革100％  日本製

ダヤンW/T 
税込￥525/本体￥500
（R）水色　918575 
330×330ｍｍ 　
綿100％  日本製 

発売月

１～2月

新色

ネコのシルエットは

ポケットに！

ＣＬ猫ポケットポシェット
税込￥4,515
本体￥4,300
918532
200×165×20ｍｍ 
牛革×帆布  中国製

ショルダーベルトが取り外し
可能でお手持ちのベルトに
通してもお使いいただけます
ペン挿し付

ＣＬ猫ポケットトート
税込 ￥7,245
本体￥6,900
918534
325×295×120ｍｍ
牛革×帆布　中国製

ＣＬ猫ポケット手さげ
税込 ￥5,985
本体 ￥5,700
918533    
190×260×80ｍｍ      
牛革×帆布   中国製      

すぐにモノを取り出せる
アオリポケットが両サイド
に付いています

ＣＬ猫ポケットリュック
税込 ￥7,665
本体￥7,300
918535
300×250×100ｍｍ
牛革×帆布
中国製

マージョリー
ノエル振子時計
918447
税込￥8,484
本体￥8,080
220mm（時計サイズ） 
310mm（全長） 
48mm（厚み）
ＭＤＦ・木・ガラス・他
１年間保証付　日本製

ブルーラインホーローマグ
税込￥1,680/本体￥1,600
918494
h 90 ｍｍ　80φ
ホーロー用鋼版
日本製

壁にかけてお部屋のインテリア
としても使えます！

あちこちダヤン　フォトジャーナル
税込￥1,365/本体￥1,300
918458
メモ部分126×178mm　
紙製　日本製

ダヤンの手エチケットブラシ
税込 ￥1,050/本体￥1,000
918452
110×45×28mm
表　アクリル78％　ナイロン13％　
ウール9％
エチケット部分  ナイロン100％
日本製

あちこちダヤン　スーツケースベルト
税込 ￥2,625/本体￥2,500
赤　918448
黒　918449
テープ部分　50×180 mm（最長時）　
ナイロン 100％
ベルト ポーチ/ナイロン 100％　
日本製     

猫耳アイマスク
税込 ￥1,260/本体 ￥1,200
赤　918450
黒　918451
160×200 mm
表/ナイロン100％　裏/綿100％　
中スポンジ　ポリエーテル 100％
ふちテープ　ポリエステル100％
日本製

あちこちダヤン　ダイヤルロック
税込￥1,155/本体 ￥1,100
赤　918453
黒　918454
40×38×8 mm
合金    中国製

あちこちダヤン　トラベルウォッチ
税込￥4,095/本体￥3,900
918455 
高さ 65ｍｍ　厚み 24ｍｍ  外径 56.5ｍｍ
プラスチック製      保証期間　1年   日本製
ケース部分　70×65×35
表/レーヨン100％　裏/ナイロン100％
日本製

あちこちダヤンソフトきんちゃく
税込 ￥1,365/本体￥1,300
918457
230×150mm　生地は5ｍｍ厚
表ナイロン100％
裏ポリエーテル100％
ひも　ポリエステル100％　日本製

5ｍｍ厚の
クッションで
中身を衝撃
　や振動から
　　守ってく
　　れるよ

※歯ブラシは別売です

ダヤン歯ブラシスタンド 
税込￥2,993/本体￥2,850
918487 
130×80×83 mm
陶器製　日本製 

歯ブラシ 
税込￥452
本体￥430
ダヤン　918488 
チップ　918489 
h 150ｍｍ 
柄/AS樹脂　毛/ナイロン　
毛の固さ/やわらかめ　
日本製 

プラコップ 
税込￥515 /本体￥490
ダヤン　918490 
チップ　 918 491 
h 90ｍｍ　75φ
スチロール樹脂  
日本製 

ブルーライン
フリークロス
税込￥4,095
本体￥3,900
918495 
1300×1300ｍｍ 
綿100％  日本製 

ブルーライン
キッチンマット
税込￥2,993/本体￥2,850
918497 
450×1000ｍｍ 
綿100％ 
中国製  

ブルーラインホーローミルクパン
税込￥3,570/本体￥3,400
918493 
70×290ｍｍ　　
130φ  容量/0.72
ホーロー用鋼版 日本製 

ブルーラインケトルプレート
税込￥1,470/本体 ￥1,400
918502 
140×140ｍｍ 
中/陶器製　枠/木製   日本製 

事業本部・商管センタ－／049-268-1250
ＦＡＸ　／049-268-1254

埼玉県富士見市鶴瀬西３-１-５　〒354-0026
Official-ＨＰ　http：// w w w . w a c h i. co. j p

革バングル時計スクエアー
税込￥10,290/
本体￥9,800
918588
220×30mm
牛革100％
日本製
数量限定 300個です

110×75mm
牛革100％　中国製

レッスンバッグ
（G）芽ぶき　  918461
（H）山ぶどう　918462
税込￥1,995
本体￥1,900
330×270×90mm
綿100％  
ビニールコーティング　日本製

あちこちダヤン　
リストウォッチ
税込￥8,610
本体￥8,200
918456
ケース部分41×32ｍｍ
バンド部分：牛革製
ケース：ＢＳ＋ロジュームメッキ
裏蓋：ステンレススチール
保証期間　1年
中国製（ムーブメント日本製）

ブルーライン F/T 
税込￥1,050
本体￥1,000
918504 
850×330ｍｍ 
綿100％  日本製 

ブルーラインホーローケトル
税込￥4,935/本体￥4,700
918492 
207×222ｍｍ　　
底 150φ　容量/1.4
ホーロー用鋼版 日本製 

ブルーラインコースター 2P
税込￥1,050 /本体￥1,000

918496 
100 ×110 ｍｍ 

綿100％  日本製 

ブルーラインスリッパ
税込 ￥1,680/本体 ￥1,600
M　918498 
L　918499 
M�22～24ｃｍ 
L�24～26 ｃｍ 
綿100％ 他部材 中国製 

ケース付き！

プリント面はご使用の頻度により

かすれる場合がございます

ご了承ください

ポーチ付き！

矢印の方向になでてね！
ほこりがとれるよ！！

■掲載アイテムの発売時期 色 型 サイズなどは予告なくニュースと製品

が異なることもあります　ご不明の場合や正確な情報をお求めの場合はお手

数ですが商品管理センターまでお問い合わせください

40000/2005/1

足跡のひとつがベルトの穴になっています

クリアホルダー台紙といろいろメモれる台紙が交互
に入っているよ　写真も入るし、半券とか領収書も
保存できるね　お小遣い帳とかでもいいかも！ 
ためしてみて！

カラーバリエ
一面パスケース
税込￥2,310/本体￥2,200
黒　        918594
オレンジ　918595
カーキ　  918596
パープル　918597
ブルー　   918598

カラーバリエ小銭入
税込￥3,465
本体￥3,300
黒　        918604
オレンジ　918605
カーキ　  918606
パープル　918607
ブルー　   918608

75×105×20 mm
牛革100％   中国製

カラーバリエ名刺入
税込￥3,780
本体￥3,600
黒　        918599
オレンジ　918600
カーキ　  918601
パープル　918602
ブルー　   918603

70×110×15mm
牛革100％   中国製

秒針が動くイラストになっていて

1分に1回ダヤンが転ぶよ！


