


洗って使える
あったかマスク
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あったかマスク
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あったかマスク

1BOX
5枚入り

口元あったか！

口元あったか！
1枚入り

３枚入り

立体型で
ピッタリフィット

立体型で
ピッタリフィット

立体型で
ピッタリフィット

立体型で
ピッタリフィット

１セット
５枚入り

１セット
５枚入り

１セット
３枚入り

１パック
５枚入り

１パック
５枚入り

１パック
５枚入り

1箱
10個入り

1箱
10個入り

１パック
５枚入り

ポリウレタン素材の
顔にしっかりフィットする
モノトーンマスク

繰り返し利用可能
エコ透明マスク
繰り返し利用可能
エコ透明マスク

飛沫対策
呼吸しやすい
飛沫対策
呼吸しやすい

口元をカバーし唾や息をしっかりガード口元をカバーし唾や息をしっかりガード
自分だけでなく周りの人も守るため自分だけでなく周りの人も守るため

内側はワッフル生地

肌に優しい

シルクのような心地良い肌触り

手洗い
OK

飛沫
対策

ブラック

洗って繰り返し使えるから
日々のお出かけ・学校にも
洗って繰り返し使えるから
日々のお出かけ・学校にも

アジャスター付きで
自由に調整可能
アジャスター付きで
自由に調整可能

フィットして
飛沫など予防

丸洗い可能
いつでも清潔 立体型で顔に

しっかりフィット

1枚入り

裏面は肌に優しい綿素材

立体三層構造
繰り返し

洗って使える

顔に
フィットする

内側
綿素材使用

耳が
痛くならない

ちょうどいい長さに
調整できる

内側は綿素材の
ワッフル生地

洗って使える
布マスク

吸湿発熱あったかフリースマスク1枚入り 吸湿発熱あったかフリースマスク3枚入り

SARARITO立体マスクホワイト

全 　     種1 240入入数
商品サイズ：H12×W32cm
パッケージ：H18.5×W10cm×D2cm 
素材：ポリエステル95％・スパンデックス5％

1ケース
購入価格 70,800円1枚あたり

値段 59円(税抜き )

洗えるデニムマスク

全 　     種2 200入入数
商品サイズ：H17×W15cm
パッケージ：H22×W13cm
素材：綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン

1ケース
購入価格 46,000円1個あたり

値段 230円(税抜き )

なめらか洗えるマスク１P

全 　     種1 200入入数

1ケース
購入価格 52,000円1個あたり

値段 260円(税抜き )

1 ケース
購入価格 72,０００円

1枚あたり
値段 60円(税抜き )

1ケース
購入価格 72,０００円

1枚あたり
値段 60円(税抜き )

1ケース
購入価格 72,０００円

1枚あたり
値段 60円(税抜き )

1ケース
購入価格 72,０００円

1枚あたり
値段 60円(税抜き )

全 　     種３ 品番 74030600

240入入数

商品サイズ：H13.5×W34cm
パッケージ：H19.5×W11cm×D2.5cm 
素材：ポリウレタン100％

●掲載商品は一例です。商品によっては、色合いやサイズが、掲載している商品と多少異なる場合もございます。●商品に関して、予告なく仕様・価格変更または、販売中止にする場合がございます。ご了承ください。●商品は豊富に取り揃えていますが、万一品切れの際
はご容赦ください。●表示の価格に配送サービス料は含まれておりません。●ご注文によるお支払いは代金引換、銀行振込のみご案内しております。●代引き手数料は一律400円、お振込による支払い手数料はお客様負担となります。●ご注文金額3万円以上（税抜き）
のご注文の場合、送料は弊社負担となります。3万円未満（税抜き）のご注文の場合、送料はお客様負担となります。（一律1000円となります。）●北海道・離島は別途送料をいただく場合がございます。（一部配送できない地域がございます。）
●海外配送は受け付けておりません。●商品のお届けは、代引きでの出荷の際、ご注文後4日～10日前後となります。銀行振込の場合は、ご入金確認後出荷となり4日～10日前後となります。※一部地域・在庫切れ商品は別途お日にちをいただく場合がございます。
●万が一品質不良の場合、右記番号までご連絡下さい。

SARARITO3.5mm厚手マスク
全 　     種３ 品番 74021400

240入入数

商品サイズ：H12×W32cm
パッケージ：H18.5×W10cm 
素材：ポリエステル90％・スパンデックス10％

SARARITO温感ほっこりマスク5P

全 　     種３ 品番 74021500

240入入数

商品サイズ：H10.5×W28cm
パッケージ：H18.5×W10cm 
素材：ポリエステル90％・スパンデックス10％

全 　     種３ 品番 74030700

240入入数

商品サイズ：H12.5×W30cm
パッケージ：H19.5×W11cm×D2.5cm 
素材：ポリウレタン100％

SARARITO3.5mm厚手マスクキッズサイズ

SARARITO温感ほっこりマスクキッズサイズ5P

全 　     種1 240入入数
商品サイズ：H10.5×W28cm
パッケージ：H18.5×W10cm×D2cm 
素材：ポリエステル95％・スパンデックス5％

1ケース
購入価格 70,800円1個あたり

値段 59円(税抜き )

SARARITO立体マスクホワイトキッズサイズ

ネイビー

1枚入り 1枚入り
商品サイズ：H13×W24cm
パッケージ：H19.5×W14.8cm
素材：綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン

品番 73999300品番 73999400

SARARITOコットンマスクキッズサイズ

全 　     種2 240入入数
商品サイズ：H10×W30cm
パッケージ：H19.5×W11cm×D2.5cm 
素材：綿95％・ポリエステル5％

1ケース
購入価格 91,200円1枚あたり

値段 76円(税抜き )

品番 73994700

カラフルプラスチックマスク

全 　     種3 480入入数
商品サイズ：H7×W14cm
パッケージ：H9×W32.5cm×D16.5cm 
材質：PVC・ABS・PU

1ケース
購入価格 33,600円1個あたり

値段 70円(税抜き )

品番 73999000

品番 74016900 品番 73995100

SARARITOコットンマスク

全 　     種2 240入入数
商品サイズ：H12×W34cm
パッケージ：H19.5×W11cm×D2.5cm 
素材：綿95％・ポリエステル5％

1ケース
購入価格 91,200円1枚あたり

値段 76円(税抜き )

品番 73994600

SARARITOモノトーンフィットマスクキッズサイズ

全 　     種３ 240入入数
商品サイズ：H10.5×W28cm
パッケージ：H19.5×W11cm×D2.5cm 
素材：ポリウレタン100％

1ケース
購入価格 70,800円1枚あたり

値段 59円(税抜き )

品番 73994500

SARARITOモノトーンフィットマスク

全 　     種３ 240入入数
商品サイズ：H12×W32cm
パッケージ：H19.5×W11cm×D2.5cm 
素材：ポリウレタン100％

1ケース
購入価格 70,800円1枚あたり

値段 59円(税抜き )

品番 73994400

SARARITOプラスチックマスク

全 　     種1 400入入数
商品サイズ：H6×W14cm
パッケージ：H9×W32.5cm×D16.5cm 
材質：PVC・ABS・PU

1ケース
購入価格 27,200円1個あたり

値段 68円(税抜き )

品番 74004400

セレブおでかけマスク1枚入り

全 　     種3 180入入数
商品サイズ：H13×W12.5cm
パッケージ：H18.5×W17cm×D0.5cm 
素材：ポリエステル92％・ポリウレタン8％

1ケース
購入価格 32,400円1枚あたり

値段 180円(税抜き )

品番 74010000

3Dマスク大きめサイズ３枚入り

全 　     種1 144入入数
商品サイズ：H14×W18cm
パッケージ：H23.5×W17cm
素材：ポリエステル95％・ポリウレタン5％

1ケース
購入価格 34,560円1枚あたり

値段 80円(税抜き )

品番 74012800

商品をお届け

商品を選ぶ

FAX又は、
HPにて注文

全 　     種３ 品番 74010100216入入数
商品サイズ：H13×W17cm
パッケージ：H22.5×W16cm×D0.3cm 
素材：ポリエステル90％・ポリウレタン10％

1ケース
購入価格 22,680円1枚あたり

値段 105円(税抜き )

全 　     種３ 品番 74010200144入入数
商品サイズ：H13×W17cm
パッケージ：H22.5×W16cm×D1cm 
素材：ポリエステル90％・ポリウレタン10％

1ケース
購入価格 41,040円1枚あたり

値段 95円(税抜き )


