
ゲストアメニティ

入浴剤
Bath goods ゲストアメニティ

入浴剤各種

取扱商品カタログ



ハブラシ
Toothbrush ゲストアメニティ

ハミガキ
Toothpaste ゲストアメニティ

キュー

アクセス

ウィル 

エル

ヴィーナス

クレール 

イヴ

28 穴

25 穴スリム

30 穴

30 穴テーパー毛

24 穴

医薬部外品

ラミネートチューブ 12ｇ

ラミネートチューブ 8ｇ

ラミネートチューブ 6ｇ

ラミネートチューブ 4ｇ

ポリチューブ 6ｇ

ポリチューブ 3ｇ

取扱商品カタログ



ヘアブラシ・コーム
Hair Brush / Comb ゲストアメニティ

カミソリ・シェービングジェル・シェ－ビングフォーム
Razor / Shaving gel / Shaving foam ゲストアメニティ

シック SS-2

シック アーチ

シック アーチ スムーサー付

シック プロテクター

貝印 ティラノ３（3枚刃）

貝印 セフティー２ スムーサー付

貝印 セフティ２

貝印 ＮＦ－２

ムサシ ＥＸ

ムサシ ２ 首振

ムサシ ２

シック シェービングフォーム 13ｇ/3ｇ

シック シェービングジェル 3ｇ

貝印 シェービングフォーム 12ｇ/3ｇ

貝印 シェービングジェル 3ｇ

デイシーン シェービングクリーム 3ｇ

デイシーン 

  アフターシェーブローション 3ｇ

クッションブラシ（ベッ甲色）

コーム付ヘアブラシ

二つ折スケルトンブラシ（クリーム色）

二つ折スケルトンブラシ（乳白色）AH-138

二つ折スケルトンブラシ（白）AH-021

二つ折スリムスケルトンブラシ

二つ折スリムスケルトンブラシ DH-010

スリムスケルトンブラシ ASP

コーム AC-01

コーム AC-011A

コーム AC-226

コーム AC-025（白）

コーム AC-025（クリア）

コーム AC-025（クリアイエロー色 3ｇ

取扱商品カタログ



エメリーボード
Emery board ゲストアメニティ

コットン・綿棒
Cotton / Swab ゲストアメニティ

コットン 3 枚入 PP 袋

コットン 角小 3 枚入 PP 袋

コットン 丸 2 枚入 PP 袋

コットン 丸 2 枚入 PO 袋

コットン・綿棒セット PP 袋 ・PO 袋

綿棒 3 本入 PP 袋

綿棒 2 本入 PP 袋

綿棒 1 本包装

エメリーボード ネイルファイル 各種

エメリーボード 特大

エメリーボード 大

エメリーボード 中

エメリーボード 小

取扱商品カタログ



ナイロンスポンジ・ルーファ・ボディタオル
Nylon sponge / Loofah / Body Towel ゲストアメニティ

ソーイングキット
Sewing Kit ゲストアメニティ

ソーイングセット 表紙付

ソーイングセット PC ケース入 AS-019

ソーイングセット PC ケース入 AS-035

ソーイングセット 紙ケース入

ソーイングセット PC ケース入 AS-025

ソーイングセット PC ケース入 AS-100

ソーイングセット PC ケース入 AS-020

ソーイングセット PC ケース入 AS-033

ルーファ バスパッド 丸型 各種

ルーファ バスパッド 角型 各種

ルーファ バスパッド 小判型 各種

ボディスポンジ ASP

ボディスポンジ ソフト３０（厚み 30mm）

ボディスポンジ ソフト４０（厚み 40mm）

ボディスポンジ 海綿３０（厚み 30mm）

ナイロンタオル PP 袋入

スポンジタオル ひも付

取扱商品カタログ



シューポリッシャー
Shoe polisher ゲストアメニティ

使い捨てスリッパ
Disposable slippers ゲストアメニティ

使い捨てスリッパ各種

シューポリッシャー PC ケース入・指定色

シューミット 布製

シューミット 不織布製

取扱商品カタログ



キャリーバッグ
Carry Bags ゲストアメニティ

ランドリーバッグ・シューズバッグ
Laundry bags / Shoes Bags ゲストアメニティ

ランドリーバッグ 布製 ２本ひも通し

ランドリーバッグ 不織布製 ２本ひも通し

ランドリーバッグ PE 製 ２本ひも通し

シューズバッグ PE 製 ２本ひも通し２

キャリーバッグ各種

取扱商品カタログ



ポーチ
Porch ゲストアメニティ

グラスキャップ
Glass cap ゲストアメニティ

グラスカバー 各種

グラスカバー 紙製

グラスカバー PC 製

ポーチ 各種

巾着袋 各種

取扱商品カタログ



ゲストアメニティ

ボールペン
Ballpen ゲストアメニティ

＊シックボールペン 各種

　ボールペン PC 製

　ボールペン 金属製

取扱商品カタログ


