
拡大鏡付姿見　4尺(スタンド付)

￥10,000
●商品サイズ/約1190×313×30～350mm　重量3450g
●材質／フレーム:木製・鏡　●日本製
●箱入り(サイズ/約1215×330×45mm)　総重量4700g
●箱形態／宅配用荷造りケース　●カートン入数/6
●吊り金具付・壁掛ひも(付属)

C-1-2
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10618 ブラウン

拡大鏡付姿見　3尺

￥6,000
●商品サイズ／約927×317×15㎜　2700g
●材質／木製・鏡　●日本製
●箱サイズ／約945×350×35㎜　3300g
●箱形態／宅配用荷造りケース　●入り数／10ヶ

10038 ブラウン 10281 ナチュラル

10625 ナチュラル

10298 ブラウン 10243 ナチュラル

手作りミラー(Ｌ2)

￥4,000
●商品サイズ／約625×315×15mm　重量1750g
●材質／木製、鏡　●日本製
●箱入り(サイズ/約665×354×35mm)　総重量2230g
●箱形態／宅配用荷造ケース入　●入数／14枚

姿見　４尺

￥9,000
●商品サイズ/約1190×313×30mm　重量2700g
●材質／フレーム:木製・鏡　●日本製
●箱入り(サイズ/約1215×330×45mm)　総重量4700g
●箱形態／宅配用荷造りケース　●カートン入数/6
●吊り金具付・壁掛ひも(付属)

ブラウン ナチュラル

10694 ナチュラル 10687 ブラウン

手作りミラー(Ｌ2)飛散防止付

￥5,000
●商品サイズ／約625×315×15mm　重量1750g
●材質／木製・鏡+飛散防止テープ　●日本製
●箱入り(サイズ/約665×354×35mm)　総重量2230g
●箱形態／宅配用荷造ケース入　●入数／14枚

飛散防止姿見　3尺

￥7,000
●商品サイズ／約927×317×15㎜　2700g
●材質／木製・鏡+飛散防止テープ　●日本製
●箱サイズ／約945×350×35㎜　3300g
●箱形態／宅配用荷造りケース　●入り数／10ヶ

10731 ブラウン 10748 ナチュラル



10540
拡大鏡付卓上ミラー(飛散防止付)

￥3,000
●商品サイズ／約243×293×19～140mm　重量554g
●材質／フレーム：(PSポリスチレン)樹脂・ホワイトガラス
●化粧箱入り(サイズ／約252×305×20mm)　総重量665g
●1カートン入数／24個　●原産国／日本

10144
手作りミラー(小)

￥2,500
●商品サイズ／約294×242×20(吊りｶﾝ含
む)mm　重量580g
●材質／フレーム：スチロール樹脂(PSポリス
チレン)
●化粧箱入り(サイズ／約312×260×27mm)
総重量698g
●1カートン入数／20個
●原産国／日本　　壁掛けひも付き。

10151
手作りミラー(大)

￥4,000
●商品サイズ／約624×316×15mm　重量
1760g
●材質／フレーム：スチロール樹脂(PSポリスチ
レン)
●宅配用荷造りケース入り(サイズ/約665×355
×30mm)　総重量2380g
●1カートン入数/15
●日本製　壁掛けひも付き。

10168
手作り姿見

￥6,000
●商品サイズ／約908×309×17mm　重量
2550g
●材質／フレーム：スチロール樹脂(PSポリスチ
レン)
●宅配用荷造りケース入り(サイズ/約967×355
×30mm)　総重量3200g
●1カートン入数/10
●日本製　壁掛けひも付き。

鏡

シーズン途中で、フレームなど変わる場合がございます。 C-2-1

10267
卓上ミラー
￥2,000
●商品サイズ／約243×293×19～140mm　重量545g
●材質／フレーム：(PSポリスチレン)樹脂・ホワイトガラス
●化粧箱入り(サイズ／約252×305×20mm)　総重量656g
●1カートン入数／24個　●原産国／日本

10304
2WAY BEAUTY MIRROR(ビューティ　ミラー)

￥1,500
●商品サイズ／縦約212×横約168×厚み約10mm　重量約300g
●箱サイズ／縦約219×横約176×厚み約14mm　重量約340g
●無地箱入り　●入数／48ヶ　●材質／アルミ・鏡
　※四角鏡(185×134mm)・拡大鏡(115×115mm)

 防災ミラーS (割れないクン)
￥7,000
●サイズ／高さ約340×幅約240×厚み約17㎜　重量約490g
●箱サイズ／高さ約365×幅約295×厚み約35㎜　重量730g
●材質／アルミフイルム・PS樹脂・アルミ複合版・木製　●日本製
●箱形態／宅配用荷造りケース(茶)入り　●入数／20

ﾌﾞﾗｳﾝ ﾅﾁｭﾗﾙ

防災ミラーL (割れないクン)
￥15,000
●サイズ／高さ約645×幅約275×厚み約17㎜　重量約980g
●箱サイズ／高さ約665×幅約354×厚み約35㎜　重量1460g
●材質／アルミフイルム・アクリル・PS樹脂・アルミ複合版・木製　●日本製
●箱形態／宅配用荷造りケース(茶)入り　●入数／14

10434 10440

防災ミラー3尺 (割れないクン)
￥20,000
●サイズ／高さ約950×幅約300×厚み約17㎜　重量約1600g
●箱サイズ／高さ約965×幅約350×厚み約35㎜　重量2200g
●材質／アルミフイルム・アクリル・PS樹脂・アルミ複合版・木製　●日本製
●箱形態／宅配用荷造りケース(茶)入り　●入数／10

10458 10465

10410 10427

10564
拡大鏡付卓上ミラー

￥2,500
●商品サイズ／約243×293×19～140mm　重量554g
●材質／フレーム：(PSポリスチレン)樹脂・ホワイトガラス
●化粧箱入り(サイズ／約252×305×20mm)　総重量665g
●1カートン入数／24個　●原産国／日本

国産ホワイトガラス使用で従来の鏡より
綺麗に美しく自然に映ります

木製スタンド付きミラー
10755：ナチュラル
10762：ブラウン

￥3,000
●商品サイズ／約247×298×28～250mm　重量430g
●材質／フレーム：木製・鏡
●化粧箱入り(サイズ／約254×308×21mm)　総重量470g
●1カートン入数／30個
●原産国／日本

拡大鏡付木製スタンドミラー
10779：ナチュラル
10786：ブラウン

￥3,500
●商品サイズ／約247×298×28～250mm　重量439g
●材質／フレーム：木製・鏡
●化粧箱入り(サイズ／約254×308×21mm)　総重量479g
●1カートン入数／30個
●原産国／日本

10816
吸着ミラー(スタンド付き)

￥1,500
●商品サイズ／約200×150×7mm　重量200g
●材質／PS樹脂・PET・鏡
●化粧箱入り(サイズ／210×157×26ｍｍ)　総重量246g
●1カートン入数／48枚
●日本製

【注意】
貼り付ける面の汚れ、ほこり、水分などをふき取り、よく乾かしてください。
裏側のはく離タイプの透明フィルムをはがしてください。
ご使用になる壁などに、しっかりと押し付けて貼り付けます。

※凹凸がある壁などには吸着しにくい為、おすすめできません。
※ガラス面など表面の凹凸が少ない滑らかな面に貼り付ける場合は、強力
にくっつきますのでご注意ください。
※汚れが付着してくると粘着が弱くなります。定期的に汚れなどを拭いてくだ
さい。
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10311
HJミラー　シルバーS(飛散防止加工付)

￥3,000
●商品サイズ／約305×255×25㎜　700g
●材質／樹脂・ホワイトミラー・飛散帽子テープ
●化粧箱入り(サイズ／約340×290×30㎜)　822g
●日本製　●1カートン入り数／20ヶ　●壁掛けヒモ入り
シルバーの綺麗な模様がお部屋を美しく、国産ホワイトミ
ラーがあなたを美しく映します。壁掛け用です。

C-3-2

姿見

シーズン途中で、フレームなど変わる場合がございます。

『飛散防止』テープを鏡裏に貼付している為、安心してご使用いただけます。

C-3-1

10328
HJミラー　シルバーL(飛散防止加工付)

￥5,000
●商品サイズ／約630×320×25㎜　2000g
●箱サイズ／約660×355×30㎜　2620g
●材質／樹脂・鏡・飛散防止テープ　●日本製
●箱形態／宅配用荷造りケース　●入り数／14ヶ
シルバーの綺麗な模様がお部屋を美しく彩ります。
壁掛け用です。壁掛けひも付き。

ゴールド ダークブラック

HJミラー　3尺(飛散防止加工付)

￥10,000
●商品サイズ／約927×317×20㎜　3000g
●箱サイズ／約945×350×35㎜　3600g
●材質／樹脂・鏡・飛散防止テープ　●日本製
●箱形態／宅配用荷造りケース　●入り数／10ヶ
豪華な鏡があなたを美しく映し出します。壁掛け用です。壁掛
けひも付き。

ゴールドダークブラック

HJミラー　4尺(飛散防止加工付)

￥15,000
●商品サイズ／約1190×317×20㎜
●箱入り(サイズ／約1215×330×35㎜)
●材質／樹脂・鏡・飛散防止テープ　●日本製
●箱形態／宅配用荷造りケース　●入り数／8ヶ
大きく豪華な鏡が全身を美しく映し出します。壁掛け用です。
壁掛けひも付き。

ゴールド ダークブラック

HJミラー　4尺スタンド付(飛散防止加工付)

￥20,000
●商品サイズ／約1190×313×30～350mm
●箱入り(サイズ／約1215×330×45mm)
●材質／樹脂・鏡・飛散防止テープ　●日本製
●箱形態／宅配用荷造りケース　●入り数／6ヶ
●吊り金具付・壁掛ひも(付属)
大きく豪華な鏡が全身を美しく映し出します。スタンド付きで
す。

ブラウン ナチュラル

飛散防止ミラー4尺(スタンド付き)

￥15,000
●商品サイズ/約1190×313×30～350mm　重量3450g
●材質／フレーム:木製・鏡(飛散防止加工)
●宅配用荷造りケース入り(サイズ/約1215×330×45mm)　総重量4700g
●1カートン入数/6枚
●日本製　●吊り金具付・壁掛ひも(付属)
木製の優しい鏡が全身を美しく映し出します。壁掛け用です。
スタンド付きで便利に使用いただけます。

スリムミラー
￥5,000
●商品サイズ/約923×145×15mm　重量1100g
●材質／木製・鏡　●日本製
●箱入り(サイズ/約960×165×25mm)　総重量1500g
●箱形態／宅配用荷造りケース(茶)入り　●カートン入数/10枚

10632 10649

ブラウン10472 ナチュラル10489

10359 10366 1037310380 10656 10663
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10557
拡大鏡付シルバーミラー(Ｓ)飛散防止付

￥3,500
●商品サイズ／約305×255×25㎜　709g
●材質／樹脂・ホワイトミラー・飛散帽子テープ
●化粧箱入り(サイズ／約340×290×30㎜)　831g
●日本製　●1カートン入り数／20ヶ　●壁掛けヒモ入り
大きく見える拡大鏡付き

拡大鏡付飛散防止ミラー　３尺

￥7,500
●商品サイズ/約927×317×15mm　重量2719g
●材質／木製・鏡(飛散防止加工)
●宅配用荷造りケース入り(サイズ/約945×350×35mm)　総重量3319g
●1カートン入数/10枚
●日本製　●吊り金具付・壁掛ひも(付属)

10823 ブラウン 10830 ナチュラル


