
　　　

社外秘 営業所名

衛生消耗品カタログ

グループ株式会社

節約の美徳
株式会社 藤江 ISO14001 認証取得 JQA-EM2671／UEM-B20106
株式会社藤江グループは環境に優しい運営を目指しています。
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この消耗品のカタログは、消耗品を正しく発注、棚卸をするためまた適正な消耗品の使用のためのカタログです。
発注の際は、発注棚卸単位をよく確認して行ってください。また使用する際は１枚当たり
単価などを理解して適正に使用し無駄使いのないしないようしていきましょう。

エリエール １箱

備考　１枚あたり　０．５円・箱発注

小袋・小箱　入数

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

990305
サイズ・カラー 単位 単価

㈱スマイルﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ白200枚30袋
写真

箱（3０袋） ¥105

　
※2019,10月より30袋入に

変更になりました。

商品名 発注棚卸単位

２００枚×30袋

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

10101 ｱﾙﾐﾎｲﾙ(30cm×50m)          ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

本 ¥555
材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

アルミニウム 1本 1本

備考　50ｃｍあたり　５．５円
商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

10201 ﾗｯﾌﾟ(22cm×100m)           ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

本 ¥220
材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

ポリエチレン 1本 １本

備考　50ｃｍあたり　1.1円
商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

10202  ﾗｯﾌﾟ(30cm×100m)           ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

本 ¥235
材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

ポリエチレン １本 １本

備考　50ｃｍあたり　１．１７５円
商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

10203  ﾗｯﾌﾟ(45cm×50m)            ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

本 ¥290
材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

ポリエチレン １本 １本

備考　50ｃｍあたり　２．９円
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1袋 ２５０枚
材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

㈱スマイル

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

10303 クッキングシート(30m) ㈱スマイル

本 ¥630
小袋・小箱　入数

サイズ・カラー 単位 単価

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

10304 カットクッキングシート(33ｃｍ×54ｃｍ)　250枚

材質・原料 発注棚卸単位

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

材質・原料

仕入先

20516  ﾆﾄﾘﾙ手袋Ｓ青(250枚) ㈱スマイル

1本 1本

備考　50ｃｍあたり　１０．５円

サイズ・カラー 単位 単価
箱 ¥1,310

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

ニトリルゴム 1箱 ２５０枚

備考　１枚あたり5.2円　2020.9

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

20517  ﾆﾄﾘﾙ手袋Ｍ青(250枚) ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

箱 ¥1,310

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

ニトリルゴム 1箱 ２５０枚

備考　１枚あたり5.2円　2020.9

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

20518  ﾆﾄﾘﾙ手袋Ｌ青(250枚) ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

2017.7より
250枚入商品に切り替わっています

箱 ¥1,310

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

ニトリルゴム 1箱 ２５０枚

備考　１枚あたり5.2円　2020.9

仕入先

20515  ﾆﾄﾘﾙ手袋SS青(250枚) ㈱スマイル

箱 ¥1,310

発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

サイズ・カラー 単位 単価

ニトリルゴム 1箱 ２５０枚

備考　１枚あたり5.2円　2020.9

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

サイズ・カラー 単位 単価

備考　135ｍ分　１枚　10.5円

袋 ¥2,625

異物混入

対策商品

異物混入

対策商品

異物混入

対策商品

異物混入

対策商品

クッキングシート 4.5本分
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商品ｺｰﾄﾞ 商品名

袋 ¥130

仕入先

20221～20223  ｴﾝﾎﾞｽ手袋Ｓ/M/L青(100枚)       ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
ポリエチレン 1袋 １００枚

備考　１枚あたり　１．3円　2020.9

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

20303 ﾛﾝｸﾞｴﾝﾎﾞｽ手袋 青(ｺﾞﾑ付30枚) ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

画像無し

袋 ¥470

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
ポリエチレン 1箱 ３０枚

備考　１枚あたり　１６円

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

25101  軍手(12双入り)             ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

袋 ¥360

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
1袋 １２双

備考　１双あたり　３０円

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

枚 ¥960

仕入先

25203 00025203 シリコングローブ(ｵﾚﾝｼﾞ･1枚) ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
シリコン １枚 １枚

備考

備考　　１枚あたり　０．９３円

単価

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

発注棚卸単位

0.025mm×
150mm×250mm

1箱 100枚入×10袋

仕入先

30113  デイリーポリ袋NO.9(100枚10袋)  ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位

材質・原料 小袋・小箱　入数

箱 ¥930

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

30114 ﾃﾞｲﾘｰﾊﾟｯｸHD-12(200枚10袋) ㈱スマイル
単位 単価

230X340 袋 ¥1,600

ポリエチレン

ポリエチレン

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

サイズ・カラー

1箱 200枚入×10袋

備考　　 １枚あたり　０．８円

異物混

入

×10袋

×10袋

異物混入
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仕入先

40104  ｱﾙﾐｶｯﾌﾟ10号深(500枚入り)   
サイズ・カラー 単位 単価

¥580

㈱スマイル

商品名

サイズ・カラー 単位

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

材質・原料

備考　　仕様書上会社負担の営業所のみ

発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

商品ｺｰﾄﾞ

単価
¥1,300

仕入先

40201  グラタン皿(250枚入り)      ㈱スマイル

袋

アルミニウム 1袋 500枚

発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
アルミニウム 1袋 250枚
材質・原料

備考　　仕様書上会社負担の営業所のみ

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

40301  プリンカップ(50個入り)    ㈱スマイル

袋

サイズ・カラー 単位 単価
袋 ¥350

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
ポリプロピレン １袋 ５０個
備考　　仕様書上会社負担の営業所のみ

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

40401 ﾍﾟｰﾊﾟｰｶｯﾌﾟ8号 格子赤(500枚) ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

袋 ¥540

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
PETﾌｨﾙﾑ･紙 １袋 ５００枚
備考　　仕様書上会社負担の営業所のみ

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

40402  ﾍﾟｰﾊﾟｰｶｯﾌﾟ8号 格子緑(500枚) ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

袋 ¥540

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
PETﾌｨﾙﾑ･紙 1袋 ５００枚
備考　　仕様書上会社負担の営業所のみ

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

50401  サポート５(２袋入りで10Kg) ㈲ワイエス
サイズ・カラー 単位 単価

箱 ¥4,200

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
粉末１０ｋｇ １箱 5kg×2袋入り１箱

備考　　指定営業所のみ

250

５００

50個

500

500
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備考　　500倍希釈

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
1本 １本

本 ¥2,250

仕入先
50811 B-1000予備浸漬用洗剤(5Kg) ㈱スマイル

サイズ・カラー 単位 単価

１本 １本

備考　　3～1200倍希釈

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

サイズ・カラー 単位 単価
本 ¥3,260

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先
50810 ヤシノミ洗剤3倍コンク(5Kg) ㈱スマイル

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

50402  サポートＡ(一斗缶)         ㈲ワイエス
サイズ・カラー 単位 単価

箱 ¥4,500

商品名

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

単価

液体 １箱 １８Ｌ１箱
備考　　指定営業所のみ

商品ｺｰﾄﾞ

箱 ¥3,250

仕入先

50801  ﾔｼﾉﾐ複合石鹸Ｓ 20Kg(250倍) ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
液体 １箱 ２０Ｋｇ１箱

備考　食器・器具洗浄用

仕入先
㈱スマイル

単位 単価

発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

商品ｺｰﾄﾞ 商品名
57004 ｽｸｲｽﾞﾎﾞﾄﾙ中性洗剤共通用

サイズ・カラー
本 ¥300

1本 1本
備考

材質・原料

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

50802  ﾔｼﾉﾐ洗剤 20kg(原液-400倍) ㈱スマイル

箱 ¥4,875

小袋・小箱　入数

サイズ・カラー 単位 単価

液体 １箱 ２０Ｋｇ１箱
備考　食器・器具洗浄用

材質・原料 発注棚卸単位
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仕入先
50808 ＢＩＢ用ケース　透明本体穴アキ ㈱スマイル

サイズ・カラー

材質・原料

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

単位 単価

画像無し

個 ¥2,500

サイズ・カラー 単位
㈱スマイル

仕入先
㈱スマイル

単位
個 ¥188

発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

本 ¥4,125

備考　１０倍希釈

商品名
50805

仕入先
50803 学校手洗石鹸(5kg)    

石けん他 １本 １本
材質・原料

備考

発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

 BIB用マキシコック             
サイズ・カラー 単価

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

単価

仕入先

１個 １個

50806  空ボトル500ml石鹸用        ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位

本 ¥469

1本 １本

単価

材質・原料 発注棚卸単位

小袋・小箱　入数

小袋・小箱　入数

発注棚卸単位

備考　初期は無料のため別途発注

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

個 ¥1,688

仕入先
51402 超濃縮洗濯洗剤　極洗２Ｌ ㈱スマイル

サイズ・カラー 単位 単価

非ｲｵﾝ界面活性剤他 １個 １個

備考 希釈倍率：4000～5000倍

材質・原料

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先
51601  重曹(1Kg)                  ㈱スマイル

サイズ・カラー 単位 単価

小袋・小箱　入数
炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ

¥350

発注棚卸単位
１袋 １袋

材質・原料

備考

袋

1個 1個
備考
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㈱スマイル

¥6,200 2018/5/1

本 ¥563

ｴﾀﾉｰﾙ･ｸﾞﾘｾﾘﾝ他 1箱 ２０ｋｇ1箱

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

サイズ・カラー 単位 単価

仕入先

50807 空ボトル500mlｱﾙｺｰﾙ用       ㈱スマイル

１本 １本
備考　初期は無料のため別途発注

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

仕入先
51208 アルペットＮＶ　２０ｋｇ

サイズ・カラー 単位 単価
箱

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

単価
本 ¥3,750 2018/5/1

仕入先

51205 空ｽﾌﾟﾚｰﾎﾞﾄﾙ(500mlｱﾙｺｰﾙ用)  ㈱スマイル

仕入先
㈱スマイル

単位

ｴﾀﾉｰﾙ･ｸﾞﾘｾﾘﾝ他 １本 １本

サイズ・カラー 単位 単価
本 ¥300

備考

商品ｺｰﾄﾞ 商品名
51209 アルペットＮＶ　５ｋｇ

サイズ・カラー

材質・原料
１本 １本

発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

備考　手指および器具の消毒
　　　　学校は基本こちらを発注　1Kｇあたり ３１０円

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

備考　手指および器具の消毒　1Kｇあたり　７５０円
キロ単位の単価がBIBの倍以上になります。

本 ¥360

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

仕入先

52101 給食用強力洗浄剤(5Kg)     ㈱スマイル

単位 単価

１本

サイズ・カラー 単位 単価
本 ¥3,063

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
界面活性剤他 １本 ３本/１箱
備考　希釈倍率：20-400倍

備考

仕入先
51403 洗濯洗剤 極洗専用ボトル ㈱スマイル

サイズ・カラー

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１本
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備考

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

スプレーボトル５００ｍｌスチコン用

本 ¥300

備考

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

1本 1本

本 ¥300
サイズ・カラー 単位

サイズ・カラー

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
1本 1本

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

単位 単価

本

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

57008 ｽﾌﾟﾚｰﾎﾞﾄﾙR用 ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

仕入先

小袋・小箱　入数

サイズ・カラー 単位 単価

1本 1本

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

備考

単位 単価
57007 ｽﾌﾟﾚｰﾎﾞﾄﾙ油汚れ洗浄剤用 ㈱スマイル

サイズ・カラー

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

本

仕入先

52102  ヨゴレトレールR (5kg)      ㈱スマイル

サイズ・カラー 単位 単価

¥2,500

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
界面活性剤他 １本 ３本/１箱

仕入先

57005 ｽｸｲｽﾞﾎﾞﾄﾙ油汚れ洗剤共通

備考　ガスレンジ、フード、グリスフィルターなどの
　　　　焦げついた油汚れの洗浄に最適

仕入先

52104 給食用スチコンクリーナー(5Kg)    ㈱スマイル

本 ¥4,916

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
界面活性剤他 １箱 ３本/１箱
備考　スプレーボトル有（スチコン専用）

仕入先

㈱スマイル
単価

57009

㈱スマイル

¥300

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
1本 1本

備考

本 ¥300

材質・原料 発注棚卸単位
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サイズ・カラー 単位 単価

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

仕入先

50904

仕入先

50809
商品ｺｰﾄﾞ 商品名

㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

マキシコックに比べ
口が細いです

個 ¥150

小袋・小箱　入数

BIB用ジアコック

52109 クレンザー５５０ｇ（原液） ㈱スマイル

1本

１本 ¥170

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

仕入先

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

52105 食洗機洗浄剤(25Kg)  保育園のみ発注可能       ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

本 ¥9,625

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
界面活性剤他 本 １本

洗浄機設置営業所（保育園）のみ発注可能

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

52108 ﾔｼﾉﾐ純せっけん 18Kg(250倍) ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

缶 ¥5,906

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
カリ石けん､金属イオン封鎖剤 缶 1缶

世田谷区・三鷹のみの発注

備考　

研磨剤､界面活性剤 1本

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

¥2,375

ジアノック20kg(300倍) ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

箱

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
次亜塩素酸 1箱 1箱

備考　学校は基本こちらを発注

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

50905 ｸﾘｰﾝﾌﾟﾛ次亜塩素酸5Kg(300倍) ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

本 ¥750

備考

材質・原料

材質・原料 発注棚卸単位
次亜塩素酸 1本 1本

画像無し小袋・小箱　入数

発注棚卸単位
1個 1個

備考　保育園・福祉と倉庫が狭い職場のみ発注可能
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１袋 ５個

備考　１個あたり　７５円

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

¥375

袋 ¥1,230

サイズ・カラー 単位
㈱スマイル

袋

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

60108 野菜洗いスポンジ
単価

袋

ｽﾁｰﾙｳｰﾙ 1袋 12個
備考

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

仕入先

仕入先

60201 ボンスター[掃除用](12個) ㈱スマイル

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

60110、60111 ﾌｼﾞﾉｴｽﾎﾟﾝｼﾞⅡ(ブルー10個入）、(ピンク10個入） ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

ﾌﾞﾙｰ、ﾋﾟﾝｸ

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１袋 １０個

備考　１個あたり　１２３円

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

サイズ・カラー 単位 単価

¥126
サイズ・カラー 単位 単価

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

¥1,400

備考１個あたり　１４０円　★釜用

発注棚卸単位

仕入先

60107  サンドスポンジ(10個入り)   ㈱スマイル

１０個

袋

袋

1袋 １０個

単位 単価

小袋・小箱　入数

¥740

材質・原料 小袋・小箱　入数

備考

仕入先

60120 キクロンメラミンスポンジ（１０個）

本 ¥300

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

１袋

仕入先

57003 ｽｸｲｽﾞﾎﾞﾄﾙ殺菌･漂白剤用 ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

単価

㈱スマイル

備考　異物注意

1本 1本

材質・原料 発注棚卸単位

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

サイズ・カラー

5個入

１０個入
異物混入注意

各色

１０個入

10個入
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商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先
60202、60203 タフネット薄型 N-600(赤･5個入)、N-603(青･5個入)

サイズ・カラー 単位 単価
㈱スマイル

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１袋

赤、青 袋 ¥1,250

５個

備考　１個あたり　250円

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先
60202 洗車ブラシ ㈱スマイル

サイズ・カラー 単位 単価
本 ¥580

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

１本 １本

１本 １本

備考

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

個 ¥215

1個 1個

単価

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

仕入先

61301 スポンジワイパー           

¥1,800

㈱スマイル
サイズ・カラー 単位

個 ¥600

材質・原料 発注棚卸単位

仕入先
㈱スマイル

単位 単価
60407 タカサゴハンディブラシ(ﾌﾞﾙｰ)

サイズ・カラー

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

小袋・小箱　入数

1個 1個
備考

本

備考

小袋・小箱　入数

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

商品名

材質・原料 発注棚卸単位

サイズ・カラー 単位 単価

単価

商品ｺｰﾄﾞ

仕入先

61101  ハンドワイパー             ㈱スマイル

仕入先
60702 キッチンスクレーパー（掃除用ヘラ） ㈱スマイル

サイズ・カラー 単位

備考　回転釜等掃除用のヘラです。お湯でふやかして
　　　　卵料理などの後に使用してください。

備考

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

本 ¥525

１本 １本

各色5個入
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商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

61302 スポンジワイパー(替)       ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

個 ¥530

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１個 １個

備考　 　スポンジワイパーと接続します。乾燥注意  

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

61401  Ａワンタッチ柄本体         ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

個 ¥1,100

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１本 １本

備考　 Ａワイパーゴム一式(替) Ａモップ糸(替)  Ａデッキブ
ラシ

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

61402 Ａワイパーゴム一式(替) ㈱スマイル

個 ¥1,050

小袋・小箱　入数

サイズ・カラー 単位 単価

備考　Ａワンタッチ柄本体と接続します。

材質・原料 発注棚卸単位

サイズ・カラー 単位 単価

１個 １個

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

61404  Ａモップ糸(替)             ㈱スマイル

個 ¥630

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１個 １個

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

61405  Ａデッキブラシ(替)         ㈱スマイル

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

サイズ・カラー 単位 単価
個

備考　Ａワンタッチ柄本体と接続します。

¥990

１個 １個
備考　Ａワンタッチ柄本体と接続します。

仕入先商品名

ほうき・ちりとりセット
商品ｺｰﾄﾞ

999201 ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

組 ¥1,400

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１組 １組

備考

15



備考　上記、ほうき・ちりとりセットのほうきのみ

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先
FA300 白衣（fujinoe ロゴ入）S/M/L/2L/3L/4L サーヴォ

サイズ・カラー 単位 単価
白 枚

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１枚 １枚

備考

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先
FA300 白衣（fujinoe ロゴ入）S/M/L/2L/3L サーヴォ

サイズ・カラー 単位 単価
白 枚

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１枚 １枚

備考

ほうき ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

999202
単価

画像なし

本 ¥315

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１本 １本

090450～52 サボコックシューズＳ（23㎝）Ｍ（25㎝）Ｌ（27㎝） ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

足 ¥1,600

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
1足 1足

備考　下処理等作業区分用かかとが低いタイプのシュー
ズ

単価
 サンダル                   

サイズ・カラー

仕入先

㈱スマイル                      
単位

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

991501

足 ¥510

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１足 １足

備考　下足用（外・トイレ専用）
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商品名商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先
70207～70212 女性用白衣(ﾋﾟﾝｸ･ﾛｺﾞﾌﾟﾘﾝﾄ)Ｓ/M/L/2L/3L /4L サーヴォ

サイズ・カラー 単位 単価
枚 ¥1,118

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１枚 １枚

備考　立ち番・藤江保育園用

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

発注棚卸単位

仕入先
71301～71307 RNH5311 男性用パンツ　S/M/L/LL/3L/4L/5L サーヴォ

枚 ¥1,480
サイズ・カラー 単位 単価

71311～71317

材質・原料 小袋・小箱　入数

備考　ポッピングパンツ

¥1,390
単価単位

RNH5611 女性用パンツ　S/M/L/LL/3L/4L/5L

１枚 １枚

仕入先
サーヴォ

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

サイズ・カラー

１枚 １枚

本

仕入先
サーヴォ

材質・原料 発注棚卸単位

サイズ・カラー 単位 単価

備考

小袋・小箱　入数

72301 FU-15 [ﾌｼﾞﾉｴｵﾘｼﾞﾅﾙ]ﾁｰﾌ帽子(ﾋﾟﾝｸ)

¥1,200枚

小袋・小箱　入数
１枚 １枚

備考　チーフ用　藤江ｵﾘｼﾞﾅﾙ

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先
72302 FU-16 [ﾌｼﾞﾉｴｵﾘｼﾞﾅﾙ]ｻﾌﾞﾁｰﾌ帽(ﾌﾞﾙｰ) サーヴォ

材質・原料 発注棚卸単位

サイズ・カラー 単位 単価
枚 ¥1,200

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１枚 １枚

備考　サブチーフ用　藤江ｵﾘｼﾞﾅﾙ

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先
72303 FU-14 [ﾌｼﾞﾉｴｵﾘｼﾞﾅﾙ]ｹｰﾌﾟ付帽子(ﾎﾜｲﾄ) サーヴォ

サイズ・カラー 単位 単価
枚 ¥1,200

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１枚 １枚

備考　社員スタッフ用　藤江ｵﾘｼﾞﾅﾙ
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商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

80200 ＥＭ704 (世田谷･市川)エプロン(ﾎﾜｲﾄ) サーヴォ
サイズ・カラー 単位 単価

ピンク 枚 ¥640

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１枚 １枚

備考

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

枚

仕入先

80202 ＥＭ706 エプロン(サックス) サーヴォ
サイズ・カラー 単位 単価

サックス 枚 ¥680

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１枚 １枚

備考

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

80203 ＥＭ707 (練馬･市川)エプロン(ｸﾞﾘｰﾝ) サーヴォ
サイズ・カラー 単位 単価

グリーン 枚 ¥680

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

サイズ・カラー 単位 単価
イエロー

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

個 ¥1,200

仕入先
999010 ホワイトボードA2 ㈱スマイル

サイズ・カラー 単位 単価

画像無し材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
1個 1個

備考　

¥680

仕入先

80201 ＥＭ705 エプロン(ピンク) サーヴォ
サイズ・カラー 単位 単価

ピンク

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１枚 １枚

仕入先

80205 ＥＭ709 エプロン(イエロー) サーヴォ

１枚 １枚

１枚 １枚

枚 ¥680

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

備考

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

練馬区のみの発注

備考

18



990101  カラーバケツ　赤　           ㈱スマイル
仕入先商品ｺｰﾄﾞ 商品名

画像無し

¥850

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１個 １個

備考　１個単位となります。

商品ｺｰﾄﾞ

サイズ・カラー 単位 単価

商品名 仕入先

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

80207 ＥＭ806 エプロン(ブルー)<ｱﾚﾙｷﾞｰ用> サーヴォ
サイズ・カラー 単位 単価

イエロー 枚 ¥700

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

備考

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１枚 １枚

仕入先

80502 FIP-200A ﾀｰﾎﾟﾘﾝ前掛けｸﾞﾘｰﾝ(90×110cm)   ミドリ安全株式会社
サイズ・カラー 単位 単価

枚 ¥650

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１枚 １枚

備考　汚染区分用

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先
80602 FIP-200A ﾀｰﾎﾟﾘﾝ前掛けﾋﾟﾝｸ(90×110cm) ミドリ安全株式会社

枚 ¥650

小袋・小箱　入数

サイズ・カラー 単位 単価

１枚 １枚
備考　汚染区分用

材質・原料 発注棚卸単位

990102  カラーバケツ　青　           ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

１０Ｌ 個 ¥850

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１個 １個

備考　１個単位となります。

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

990103  カラーバケツ　黄　           ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

個 ¥850

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１個 １個

備考　１個単位となります。
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商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

90215～90226 TGK-03 短靴白22.0cm～27.5cm    ミドリ安全株式会社
サイズ・カラー 単位 単価

白 足 ¥1,640

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１足 １箱

22.0cm～28.0cmまでのサイズは
0.5ｃｍ刻みで発注可能です。

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

90227～90231 TGK-03 短靴白28.0～30.0cm     ミドリ安全株式会社
サイズ・カラー 単位 単価

足 ¥1,640

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１足 １箱

28.0～30.0㎝までのサイズは
1㎝刻みでの発注になります。

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

90314～90325 H-100C 短靴ｸﾞﾘｰﾝ22.0cm～27.5cm   ミドリ安全株式会社
サイズ・カラー 単位 単価

足 ¥1,660

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１足 １箱

22.0cm～27.5cmまでのサイズは
0.5ｃｍ刻みで発注可能です。

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

90326～90328 H-100C 短靴ｸﾞﾘｰﾝ28.0cm～30.0㎝  ミドリ安全株式会社
サイズ・カラー 単位 単価

足 ¥1,660

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１足 １箱

28.0～30.0㎝までのサイズは
1㎝刻みでの発注になります。

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

90414～90425 H-100C 短靴ﾋﾟﾝｸ22.0cm～27.5cm     ミドリ安全株式会社
サイズ・カラー 単位 単価

足 ¥1,660

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１足 １箱

22.0cm～27.5cmまでのサイズは
0.5ｃｍ刻みで発注可能です。

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

90426～90428 H-100C 短靴ﾋﾟﾝｸ28.0cm～30.0㎝     ミドリ安全株式会社
サイズ・カラー 単位 単価

足 ¥1,660

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１足 １箱

28.0～30.0㎝までのサイズは
1㎝刻みでの発注になります。
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商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

311976  ごみ袋45L(10枚)            ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

冊 ¥99

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
ポリエチレン １冊 １０枚

備考１枚あたり　９．９円

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

311977  ごみ袋70L(10枚)            ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

冊 ¥145

商品名

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

単価

ポリエチレン １冊 １０枚

備考１枚あたり　１４．５円

商品ｺｰﾄﾞ 仕入先

311978  ごみ袋90L(10枚)            ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位

１冊 １０枚

冊 ¥178

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

990401 衛生マスク２層式(100枚入り) ㈱スマイル

備考１枚あたり　１７．８円

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
ポリエチレン

サイズ・カラー 単位 単価
箱 ¥750

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１箱 １００枚

備考１枚あたり7.5円　2020.11月～

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先
990501・990502  ｶｳﾝﾀｰｸﾛｽ赤  青（60枚入り）     ㈱スマイル

サイズ・カラー 単位 単価
赤・青 箱 ¥1,600

小袋・小箱　入数
１箱 ６０枚

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

備考１枚あたり　２６．６円　１箱単位

材質・原料 発注棚卸単位

仕入先

990602  食品シートNO.4(500枚入り） ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

箱 ¥1,210

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１箱 ５００枚

備考　仕様書上会社負担の学校のみ
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商品ｺｰﾄﾞ 商品名

サイズ・カラー 単位 単価

仕入先

990904
商品ｺｰﾄﾞ 商品名

食品機械用潤滑油(480ml)    ㈱スマイル

仕入先

990802 ペーパータオルホルダー NP-M ㈱スマイル
サイズ・カラー 単価

個 ¥1,500

本 ¥810

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
無菌植物油 １本 １本

備考　

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

備考

単位

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

仕入先

991001  着火ライター               ㈱スマイル

１個 １個

本 ¥270
サイズ・カラー 単位 単価

１本 １本
材質・原料 発注棚卸単位

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

備考

小袋・小箱　入数

仕入先

991203  ＰＰＣ用紙Ａ４(コピー用紙) ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

袋 ¥320

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１袋 500枚

備考

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

991301  DPD試薬Ｓ２０００          ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

箱 ¥730

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１箱 ５０包

備考　仕様書上会社負担の施設のみ

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

991401  油かた丸                   ㈱スマイル

袋 ¥455

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

サイズ・カラー 単位 単価

備考

ヒマシ硬化脂肪酸 １袋 １袋
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商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

991602  爪ブラシ(青)               ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

個 ¥188

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１個 １個

備考　替用爪ブラシ

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

991603 爪ブラシ(台付き)           ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

個 ¥219

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１個 １個

備考　初期爪ブラシ

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

991701  ﾄｰｶｲ炊飯紙(1000枚)         ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

箱 ¥8,260

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１箱 １０００枚

備考　炊飯用（仕様書上会社負担の学校のみ）

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

991801 粘着ローラー本体幅80mm     ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

本 ¥490

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１本 １本

備考

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

991802  ﾀﾞｽﾄｷｬｯﾁﾛｰﾗｰ替80mm         ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

巻 ¥95

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１巻 １巻

備考

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

992001  ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ兼用ﾌｨﾙﾀｰﾛｰﾙﾀｲﾌﾟ   ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

本 ¥830

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１本 １本

備考　仕様書上会社負担の場合発注可能

台付き

本体と

ロール１

ロール１
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商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

999002 ブルー絆創膏(200枚入１箱) ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

箱 ¥1,170

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１箱 ２００枚

備考１枚あたり　５．８５円

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

999003  マグネットシート           ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

枚 ¥97

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１枚 １枚

備考　冷蔵庫等傷ガード

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

999004  ティッシュペーパー(150組×5個ﾊﾟｯｸ)          ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

袋 ¥250

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１袋 ５袋

備考　１袋あたり　50円

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

999101  トイレットペーパーダブル(４５ｍ×8ロール)  ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

袋 ¥330

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１袋 ８ロール

備考１ロールあたり　４１．２５円

仕入先

㈱スマイル
単位

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

999103  スリフトトイレケースブラシ付          
サイズ・カラー

個 ¥320

1個 1個

単価

仕入先

999104 スリフトトイレブラシ           ㈱スマイル

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

本 ¥200

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

サイズ・カラー

備考　トイレ専用です。

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

1本 1本
備考　トイレ用ブラシ替え

単位 単価

２００枚

５袋

８ロール

ケースと

ブラシ
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商品ｺｰﾄﾞ 商品名

サイズ・カラー 単位 単価

仕入先

999106 トイレクリーナー３ｋｇ ㈱スマイル

本 ¥2,250

㈱スマイル

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
界面活性剤他 1本

備考

サイズ・カラー 単位 単価

備考

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

本 ¥300

仕入先

999107 空ｽﾌﾟﾚｰﾎﾞﾄﾙ(ﾄｲﾚｸﾘｰﾅｰ用)

1本

1本 1本

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

999105 カネヨトイレブリーチ500ml    ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

本 ¥140

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
次亜塩素酸塩、界面活性剤 1本 1本
備考　トイレまわりの洗浄・除菌に。

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

999005 2色ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ ｽﾄﾗｯﾌﾟ付(10本入) ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

組 ¥3,000

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
1組 10本

備考　　１本あたり　３００円

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

999006・999007 ノック式油性マーカー黒／赤（１０本入り） ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

組 ¥990

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
1組 1０本

備考　１本あたり　９９円

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

999008・999009 ノック式ホワイトボードマーカー黒／赤（１０本入り） ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

組 ¥1,050

備考　１本あたり　105円

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
1組 1０本

１０本

１０本

１０本

１０本

１０本
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備考

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

仕入先

サイズ・カラー 単位 単価

ポリウレタン 袋 10個

備考　保育園のみ発注可（幅70×奥110×高35mm）

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

サイズ・カラー 単位 単価
イエロー 1袋 ¥950

備考　ペン止めは取れやすいものです

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先
60112 キクロンQスポンジ

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
プラスチック 一個 一個

個 ¥520

仕入先

999012 クリップボード ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

A4サイズ

プラスチック 1袋 50枚
備考　手洗い場周辺や休憩室などのゴミ箱に使用
（薄手の商品で破ける可能性があります）

商品ｺｰﾄﾞ 商品名

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数

サイズ・カラー 単位 単価
袋 ¥125

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

311975 ゴミ袋20L(50枚入)　　 ㈱スマイル

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

999011 ビニール紐白(400m) ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

画像無し

巻 ¥254

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
1巻 1巻

備考

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕入先

990104  バケツ(蓋付き)             ㈱スマイル
サイズ・カラー 単位 単価

個 ¥579

備考　次亜塩素NA希釈消毒カウンタークロス用

材質・原料 発注棚卸単位 小袋・小箱　入数
１個 １個
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