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㈱ニシカワ　行
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★在庫状況が、ニシカワHP　【　http://www.nishikawa-net.com/ordersheet/index.html　】でもご確認いただけます。（月1回更新中）　是非ご活用ください！
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御社名

※発注数はロット数でなく総数でのご記入でお願いします。

シグネセンツＬ　（ＧＬ）　≪上代￥490　ロット18≫ Sセンツ用　　サシェバッグ

品番 商品名 発注数 上代（ロット） 在庫 備考 品番 商品名 発注数 上代（ロット） 在庫 備考

GL18BC バターカップフィールド \490(18) △ 無くなり次第終了 1-NK708 クロッシェドレス ￥380（5） △ 無くなり次第終了

GL18CC キューカンバー&リリー \490(18) △ 無くなり次第終了 1-NK702PK-S  チュールローズPK ￥350（10） ○

GL18MB メドゥブリーズ \490(18) △ 無くなり次第終了 1-NK713PK-S  レースシェードPK ￥400（5） ○

シグネセンツＳ　（ＧＬ）　≪上代￥260　ロット30≫ 1-NK713WH-S     レースシェードWH ￥400（5） ○

品番 商品名 発注数 上代（ロット） 在庫 備考 メタルイーゼル　≪上代￥380　ロット12≫　センツのディスプレイにお勧め！

GL30NCL NEWクラシックリネン \260(30) ○ PF450-00300 メタルイーゼル \380(12) ○

GL30NJA ジャスミン \260(30) △ 無くなり次第終了 リネンスプレー　（ＧＬ）　≪上代￥1600　ロット4≫

GL30NLA ラベンダー \260(30) △ 無くなり次第終了 GL22CK カシミアキス \1600(4) ○

GL30SE シースプレイ \260(30) △ 無くなり次第終了 アロマデコール（ＧＬ）　・・・≪上代￥4800　ロット1≫

GL30NVA バニラ \260(30) △ 無くなり次第終了 火で暖めたストーンと専用オイルの触媒反応で芳香させるアイテム。消臭・空気清浄効果も。

GL30PB ピオニーブルーム \260(30) ○ 品番 商品名 発注数 上代（ロット） 在庫 備考

トラディショナルセンツＬ　（ＰＦ）　≪上代￥490　ロット18≫ GL01LA ラベンダー \4800(1) ○

品番 商品名　 発注数 上代（ロット） 在庫 備考 GL01CL クラシックリネン \4800(1) ○

PF18NLV             リリーオブザヴァレー \490(18) ○ GL01RO ローズ \4800(1) ○

PF18LL              ランドリーライン \490(18) ○ GL01MA マグノリア \4800(1) ○

PF18TW              トレードウインズ \490(18) ○ アロマデコール オイル（ＧＬ）・・・≪上代￥2100　ロット4≫

PF18WC ホワイトコットン \490(18) △ アロマデコール専用の詰め替え用オイルです。

PF18LA              ラベンダー　    \490(18) ○ 品番 商品名 発注数 上代（ロット） 在庫 備考

PF18RO              ローズ　         \490(18) ○ GL02CL クラシックリネン \2100(4) ○

PF18EN ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｶﾞｰﾃﾞﾝ \490(18) ○ フレグランスオイル　（ＧＬ）　≪上代￥1400　ロット3≫

PF18SE              シースプレイ　   \490(18) ○ 　ボトルタイプのオイル。ポプリの香り付けやフレグランスオイルとして。

PF18MA マグノリア \490(18) ○ ※合計発注数は9の倍数になるようお願い致します。

PF18EJ ｴﾝｼﾞｮｲｻﾞﾘﾄﾙｼﾝｸﾞｽ \490(18) ○ 品番 商品名 発注数 上代(ロット) 在庫 備考

トラディショナルセンツＬ　（ＰＦ）　≪上代￥490　ロット18≫ GL19NBT ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞﾁｭｰﾘｯﾌﾟ \1400(3) ○ 無くなり次第終了

品番 商品名　 発注数 上代（ロット） 在庫 備考 GL19NCL クラシックリネン \1400(3) ○

PF18WM ウォーターマーク　 \490(18) ○ GL19NLA ラベンダー \1400(3) ○

PF18BP ﾍﾞﾋﾞｰﾊﾟｳﾀﾞｰ \490(18) ○ GL19NVA バニラ \1400(3) ○

PF18SR ｻﾏｰﾛﾏﾝｽ \490(18) ○ GL19OH オレンジ＆ハニー \1400(3) ○

オリジナルサシェバッグ GL19PB ピオニーブルーム \1400(3) ○

品番 商品名 発注数 上代（ロット） 在庫 備考 ボーティブキャンドル　（ＧＬ）　≪上代￥360　ロット18≫

1-SB67A ベージュゴールド 480(10) ○ NEW!! GL09NBT ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞﾁｭｰﾘｯﾌﾟ \360(18) ○ 無くなり次第終了

1-SB67B ブラックゴールド 480(10) ○ NEW!! GL09NCL クラシックリネン \360(18) ○

1-SB68 エレガントフラワー 380(10) ○ NEW!! オートベントクリップ　　・・・≪上代￥900　ロット12≫

1-NK715PK ポンポンフラワーPK ￥500（10） ○ 品番 商品名 発注数 上代（ロット） 在庫 備考

1-NK715WH ポンポンフラワーWH ￥500（10） △ GL40RO-N ローズ \900(12) ○

1-NK702PK チュールローズ　PK ￥450（10） ○ GL40LA-N ラベンダー \900(12) ○

1-NK702 チュールローズ ￥450（10） ○ GL40VA-N バニラ \900(12) ○

1-NK703 ドットレース ￥400（10） ○ GL40SE-N シースプレー \900(12) ○

1-NK717 フラワーウェーブ ￥450（10） △

1-NK718PK ロマンス PK ￥450（10） ○

108-SB20 フラワーコットン ￥430（10） △ 無くなり次第終了

続　く　⇒⇒

　　　　　　　TEL：092-431-5599

㈱ニシカワ　行

香りの小瓶テスターをご希望のお客様は備考欄に
「小瓶テスター」とご記入ください。
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★在庫状況が、ニシカワHP　【　http://www.nishikawa-net.com/ordersheet/index.html　】でもご確認いただけます。（月1回更新中）　是非ご活用ください！
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※発注数はロット数でなく総数でのご記入でお願いします。

リネンスプレー　（ＧＬ）　≪上代￥1600　ロット4≫

　梅雨のジメジメした季節に！お洗濯やアイロンの際に大活躍。テスター有り。

品番 商品名 発注数 上代（ロット） 在庫 備考 旧ミニリードディフューザー （ＧＬ）　・・・≪上代￥2600　ロット4≫

GL22CL-N クラシックリネン \1600(4) × 終了致しました

GL22LA-N ラベンダー \1600(4) × 終了致しました

GL22CK カシミアキス \1600(4) ○ 品番 商品名 発注数 上代（ロット） 在庫 テスター

GL22BF ベラフリージア \1600(4) × 終了致しました GL25NRO ローズ \2600(4) × 終了致しました

GL25NLA ラベンダー \2600(4) × 終了致しました

アロマデコール（ＧＬ）　・・・≪上代￥4800　ロット1≫ GL25NCL クラシックリネン \2600(4) × 終了致しました

火で暖めたストーンと専用オイルの触媒反応で芳香させるアイテム。消臭・空気清浄効果も。 GL25NMA マグノリア \2600(4) × 終了致しました

品番 商品名 発注数 上代（ロット） 在庫 備考 GL25NJA ジャスミン \2600(4) × 終了致しました

GL01LA ラベンダー \4800(1) ○ GL25SE シースプレイ \2600(4) × 終了致しました

GL01CL クラシックリネン \4800(1) ○ GL25PO ポメグラニート \2600(4) △ 無くなり次第終了

GL01RO ローズ \4800(1) ○ GL25NBT ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞﾁｭｰﾘｯﾌﾟ \2600(4) × 終了致しました

GL01MA マグノリア \4800(1) ○ 新ミニリードディフューザー （ＧＬ）　・・・≪上代￥2900　ロット4≫

アロマデコール オイル（ＧＬ）・・・≪上代￥2100　ロット4≫

アロマデコール専用の詰め替え用オイルです。

品番 商品名 発注数 上代（ロット） 在庫 備考 品番 商品名 発注数 上代（ロット） 在庫 テスター

GL02LA ラベンダー \2100(4) × 終了致しました GL25RO-N ローズ \2900(4) ○

GL02CL クラシックリネン \2100(4) ○ GL25LA-N ラベンダー \2900(4) ○

フレグランスオイル　（ＧＬ）　≪上代￥1400　ロット3≫ GL25CL-N クラシックリネン \2900(4) ○

　ボトルタイプのオイル。ポプリの香り付けやフレグランスオイルとして。 GL25MA-N マグノリア \2900(4) × 終了致しました

※合計発注数は9の倍数になるようお願い致します。 GL25JA-N ジャスミン \2900(4) ○

品番 商品名 発注数 上代(ロット) 在庫 備考 GL25SE-N シースプレイ \2900(4) ○

GL19NBT ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞﾁｭｰﾘｯﾌﾟ \1400(3) ○ 無くなり次第終了 GL25PO-N ポメグラニート \2900(4) ○

GL19NCL クラシックリネン \1400(3) ○ GL25BT-N ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞﾁｭｰﾘｯﾌﾟ \2900(4) ○ 無くなり次第終了

GL19NJA ジャスミン \1400(3) × 終了致しました GL25PB ピオニーブルーム \2900(4) ○

GL19NLA ラベンダー \1400(3) ○ ディフューザーオイル （ＧＬ）　≪上代￥2000　ロット1≫

GL19NMA マグノリア \1400(3) × 終了致しました 品番 商品名 発注数 上代(ロット) 在庫 備考

GL19NRO ローズ \1400(3) × 終了致しました GL26NRO ローズ \2000(1) ○

GL19SE シースプレイ \1400(3) × 終了致しました GL26NLA ラベンダー \2000(1) ○

GL19NVA バニラ \1400(3) ○ GL26CL クラシックリネン \2000(1) ○

GL19OH オレンジ＆ハニー \1400(3) ○ GL26NMA マグノリア \2000(1) ○

GL19PB ピオニーブルーム \1400(3) ○ GL26ＮJA ジャスミン \2000(1) ○

ボーティブキャンドル　（ＧＬ）　≪上代￥360　ロット18≫ GL26SE シースプレイ \2000(1) ○

品番 商品名 発注数 上代(ロット) 在庫 備考 GL26BT ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞﾁｭｰﾘｯﾌﾟ \2000(1) ○ 無くなり次第終了

GL09NBT ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞﾁｭｰﾘｯﾌﾟ \360(18) ○ 無くなり次第終了 リードスティック （ＧＬ）　≪上代￥750　ロット1≫

GL09NCL クラシックリネン \360(18) ○ 品番 商品名 発注数 上代(ロット) 在庫 備考

GL09NJA ジャスミン \360(18) × 終了致しました GL26 リードスティック \750(1) ○

GL09NLA ラベンダー \360(18) × 終了致しました ルームスプレー　（ＧＬ）　≪上代￥1500　ロット4≫※価格変更済み

GL09NMA マグノリア \360(18) × 終了致しました 　帯状デザインがパッケージのスプレーです。芳香スプレーとして。テスター有り。

GL09NRO ローズ \360(18) × 終了致しました 品番 商品名 発注数 上代（ロット） 在庫 備考

GL09SE シースプレイ \360(18) × 終了致しました GL07BT-N ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞﾁｭｰﾘｯﾌﾟ \1500(4) × 終了致しました

GL09NVA バニラ \360(18) × 終了致しました GL07CL-N NEWクラシックリネン \1500(4) × 終了致しました

GL09PB ピオニーブルーム \360(18) ○ GL07JA-Ｎ ジャスミン \1500(4) × 終了致しました

オートベントクリップ　　・・・≪上代￥900　ロット12≫ GL07LA-N ラベンダー \1500(4) △ 無くなり次第終了

品番 商品名 発注数 上代（ロット） 在庫 備考 GL07MA-N マグノリア \1500(4) △ 無くなり次第終了

GL40RO-N ローズ \900(12) ○ GL07RO-N ローズ \1500(4) × 終了致しました

GL40LA-N ラベンダー \900(12) ○ GL07SE-N シースプレイ \1500(4) × 終了致しました

GL40CL-N クラシックリネン \900(12) × 終了致しました GL07VA-N バニラ \1500(4) △ 無くなり次第終了

GL40VA-N バニラ \900(12) ○ GL07EM ユーカリミント \1500(4) △ 無くなり次第終了

GL40MA-N マグノリア \900(12) × 終了致しました GL07PB ピオニーブルーム \1500(4) △ 無くなり次第終了

GL40SE-N シースプレー \900(12) ○

続　く　⇒⇒

香りの小瓶テスターをご希望のお客様は備考欄に
「小瓶テスター」とご記入ください。

御社名

新しいリードディフューザーをご発注希望のお客様は、新ミニリードディフューザーをご発注下
さい。まだ入荷していない商品は注残扱いさせて頂きます。

＊リードディフューザーは、初回 ４個 ご注文で現品テスターをご提供致します。
ご希望の方はテスター欄Nに○を付けてください。

＊リードディフューザーは、初回 ４個 ご注文で現品テスターをご提供致します。
ご希望の方はテスター欄Nに○を付けてください。

https://www.nishikawa-net.com

★在庫状況が、ニシカワHP　【　http://www.nishikawa-net.com/ordersheet/index.html　】でもご確認いただけます。（月1回更新中）　是非ご活用ください！
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