
2019年令和元年!!熱中症対策はおまかせ!! 
グレープフルーツ味の 
すっきりさわやかな塩飴。 

桃太郎製菓 

グレープフルーツ塩飴 
●内容量(1パックあたり)/1000ｇ(約200粒） 

バッグに入れておける 
塩飴で手軽な塩分補給 

熱中症対策飴 塩飴/梅塩飴 
●内容量(1パックあたり)/1000ｇ(約230粒) 

返品 
不可 

返品 
不可 

鈴木栄光堂 

身体から失われる 
「カリウム」 
「ナトリウム」を配合！ 

カバヤ 

●内容量（1パックあたり）／90ｇ（約30粒） 

お申込番号 単位 提供価格
（たの価)

269-0828 1ﾊﾟｯｸ1000g ¥1,550

働くカラダに 
オイシイ補給! 
(3種ｱｿｰﾄﾀｲﾌﾟも) 

サラヤ 
●内容量（1パックあたり）／750ｇ（約180粒） 

返品 
不可 匠の塩飴 

返品 
不可 

塩分チャージ 
   タブレッツ 返品 

不可 

お申込番号 単位 提供価格
（たの価）

567-8297 1ﾊﾟｯｸ90g ¥188

素早く溶けるタブレットで 
仕事中・外出中でも 
手軽に塩分補給！ 

赤穂化成 

返品 
不可 

塩タブレット パイン味 

お申込番号 単位 提供価格
（たの価）

567-1221 1ﾊﾟｯｸ33g ¥110

●内容量 (1袋あたり)/33ｇ（約15粒） 

お申込番号 単位
提供価格

（たの価）
764-0704 1ｾｯﾄ24本280ml ¥2,976

764-0711 1ｾｯﾄ24本500ml ¥4,152

大塚製薬         経口補水液  
   OS-1（ｵｰｴｽﾜﾝ） 

さまざまな脱水症状に 
電解質濃度の高いOS-1で! 

さまざまな脱水症状に 
電解質濃度の高いOS-1で! 

大塚製薬         経口補水液  
OS-1（ｵｰｴｽﾜﾝ）ｾﾞﾘｰ状 

返品 
不可 返品 

不可 

お申込番号 単位
提供価格

（たの価）
764-0681 1ｾｯﾄ30ﾊﾟｯｸ ¥5,280

●内容量（1袋あたり）／200ｇ 

※お取り寄せ品 ※お取り寄せ品 

お申込番号 単位 提供価格
（たの価）

562-5970 1ﾊﾟｯｸ1000g ¥940

562-5987 1ﾊﾟｯｸ1000g ¥1,020

仕様 お申込番号 単位 提供価格
（たの価）

レモン 260-4835 1ﾊﾟｯｸ750g ¥1,419
アソート 567-1214 1ﾊﾟｯｸ750g ¥1,419

汗によって失われる 
ミネラルバランスを 
取り戻す。 

熱中対策水 
赤穂化成 

仕様 お申込番号 単位 提供価格
（たの価）

レモン味 967-1430 １ケース２４本入 ¥2,232
日向夏味 764-8632 １ケース２４本入 ¥2,232

●内容量（1本あたり）/500ｇ 



●商品の詳細についてはたのめーるカタログVol.39の735 
  ページをご覧下さい。 
●１回のご注文合計金額が消費税込３００円以上の場合は 
  配送料無料となります。３００円未満の場合は 
  配送料２１６円（税込）をご負担いただきます。 
●食料品につき、返品はお受けできません。 
●掲載商品は在庫が無くなり次第終了となります。 

株式会社 ジェイ・シー・サプライ（オフィスサプライ）対応 

営業担当： 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

お問い合わせは・・・ 

最長146cmのハイリビングファン。 

返品 
不可 

水分・電解質をおいしく 
上手に補給できる 
経口補水ゼリー。 

味の素 
        アクアソリタゼリー 

●内容量（1本あたり）／500ml 

焙煎した国内産大麦に国内産 
ブランド塩を噴霧。 
ミネラルたっぷり塩味の麦茶。 

菱和園 
塩麦茶ティーバッグ 

お申込番号 単位 提供価格
（たの価）

362-8931 1パック8g×20パック入 ¥338

●内容量8g×20バッグ入りです。 

衣類に直接シュッと 
ひと吹き瞬間クール!! 

白元アース ●内容量（1本あたり）／300ml 

水でぬらすだけ!! 
首もとひんやり。 

白元アース 

アイスノン 
首もとひんやり 
ループ/スカーフ 

お申込番号 単位 提供価格
（たの価）

262-9753 ﾙｰﾌﾟ　1個 ¥498
262-9760 ｽｶｰﾌ　1個 ¥598

ACフロア扇風機 
ホワイト AFL-259R-WH 1台 

お申込番号 単位 提供価格
（たの価）

362-3226 1台 ¥7,980

YAMAZEN 

●ｻｲｽﾞ(W×D×H)：450×400×最大146(mm） 

●重量：約8.1kg、羽根径：40cm 

気化熱を利用した 
心地良い涼風。 

YAMAZEN 
冷風扇 リモコンタイプ 
キャスター付 

お申込番号 単位
提供価格

（たの価）
562-9880 1台 ¥10,800

●ｻｲｽﾞ(W×D×H）：280×350×750(mm） 
●重量：約5.1kg、電源ｹｰﾌﾞﾙ長：1.8m 

お店にもなじむ 
省スペースシンプルボディ 

スイデン ポータブル 
スポットエアコン 

●ｻｲｽﾞ(W×D×H）:519×225×675(mm） 
●重量：約22kg、ﾀﾝｸ容量：3ℓ 

夏の作業を涼しくサポート!! 

空調ウェア 
 KAZEフィット  

●型番：SS-16MXW-1/SS-16MXB-1 ●付属品：ファン、ACアダプター、ケーブル、バッテリ 

●ファンの力で上半身をクールダウン!! 

仕様 お申込番号 単位 提供価格
（たの価）

りんご風味 763-0279 １ケース6本入 ¥702
ゆず風味 763-0286 １ケース6本入 ¥702

返品 
不可 

アイスノン シャツミスト  
  （ミントと石鹸の香り） 

仕様 お申込番号 単位 提供価格
（たの価）

ミントの香り 262-9708 １本あたり300ml ¥739
石鹸の香り 262-9746 １本あたり300ml ¥739

仕様 お申込番号 単位 提供価格
（たの価）

白 262-8404 メーカー直送

黒 262-8411 メーカー直送
¥49,300

※この商品はFAXでのご注文となります。 

YAMAZEN 

サイズ
胸囲

(cm )

裄丈

(cm ）

着丈

(cm )
お申込番号 単位 提供価格

（たの価）

M 113 84 67 362-7828
L 117 87 69 362-7835
LL 121 89 71 362-7842
3L 125 91 73 362-7859

1着 ¥9,250

※この商品はFAXでのご注文となります。 返品 
不可 

返品 
不可 


