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■NEKONOBA おやつ(食品)シリーズ

NEW

＊全て軽減税率対象品です。

◇ ご褒美おやつ ペカンナッツチョコ

クルミよりも渋みが少なく、口どけ柔らかな“ペカンナッツ”。
そのペカンナッツを油を使わずそのままローストし、クーベルチュールで丁寧に包み込みました。
スッと口の中で溶けてしまうような驚きの食感で、病みつきになるファンも続出！

【ペカンナッツチョコキャラメル味】

・上代： 550円（税抜）
・サイズ：W89㎜×148㎜×約D40㎜
・LOT：10
・内容量：40g
・JAN： 4582403702461 
・賞味期限：製造日から120日
・生産地：日本

るんるん♪

【ペカンナッツチョコレモン牛乳味】

・上代： 550円（税抜）
・サイズ：W89㎜×148㎜×約D40㎜
・LOT：10
・内容量：40g
・JAN： 4582403702478 
・賞味期限：製造日から120日
・生産地：日本

【ペカンナッツチョコブルーベリー味】

・上代： 550円（税抜）
・サイズ：W89㎜×148㎜×約D40㎜
・LOT：10
・内容量：40g
・JAN： 4582403702485 
・賞味期限：製造日から120日
・生産地：日本

【ペカンナッツチョコバナナチョコ味】

・上代： 550円（税抜）
・サイズ：W89㎜×148㎜×約D40㎜
・LOT：10
・内容量：40g
・JAN： 4582403702492
・賞味期限：製造日から120日
・生産地：日本

チャック付きの袋だから
保存も持ち歩きも◎

昨年より5g増量！
そして値段もちょっと
リーズナブルになってるよ。

がんばったんだよ。

ペカンナッツの香ばしさと、
キャラメルの風味がとても
バランスが良く、ブランデー
やウイスキーなどのお酒にも
ぴったりです♬

ほんのり香るレモンと、
優しいミルキーな味わい。
食べると、どこか懐かしい感
じが‥！思わずほっこりして
しまうオススメ味です。

さわやかフルーティーな
ブルーベリー味は、
見た目の色合いも可愛く、
女性にも大人気です♬
ちょっぴり大人なオシャレ味。

しっかりバナナの味を感じら
れるバナナチョコ味！
最初にガツンとバナナが来て、
そのあと濃厚なチョコの味わ
いと見事にマッチングします。
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■NEKONOBA おやつ(食品)シリーズ

NEW

＊全て軽減税率対象品です。

◇ ご褒美おやつ マシュマロチョコ

ふわふわの一口サイズの国産マシュマロをベルギー産の高級チョコレートとパウダーで包みました。
ふんわりとした優しい甘さで、温かいコーヒーや紅茶との相性も抜群♬
つい手が止まらなくなるほど美味しいマシュマロです。

【マシュマロ キャラメル味】

・上代： 550円（税抜）
・サイズ：W89㎜×148㎜×約D40㎜
・LOT：10
・内容量：40g
・JAN： 4582403702522 
・賞味期限：製造日から120日
・生産地：日本

るんるん♪

【マシュマロ ココア味】

・上代： 550円（税抜）
・サイズ：W89㎜×148㎜×約D40㎜
・LOT：10
・内容量：40g
・JAN： 4582403702539
・賞味期限：製造日から120日
・生産地：日本

【マシュマロ ストロベリー味】

・上代： 550円（税抜）
・サイズ：W89㎜×148㎜×約D40㎜
・LOT：10
・内容量：40g
・JAN： 4582403702546 
・賞味期限：製造日から120日
・生産地：日本

【マシュマロホワイトチョコ味】

・上代： 550円（税抜）
・サイズ：W89㎜×148㎜×約D40㎜
・LOT：10
・内容量：40g
・JAN： 4582403702553
・賞味期限：製造日から120日
・生産地：日本

チャック付きの袋だから
保存も持ち歩きも◎

昨年より5g増量！
そして値段もちょっと
リーズナブルになってるよ。

がんばったんだよ。

定番キャラメル味！
誰でも食べやすい
優しい味わいです♬

しっかりチョコを
味わい方へオススメ！

可愛らしいピンクに
ほっこり♬
女性・子供に人気！

ホワイトチョコレートで
コーティングした、
優しい甘さ！やみつきに‥
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■NEKONOBA おやつ(食品)シリーズ

NEW

＊全て軽減税率対象品です。

【ブルー】

◇ ねこねこラムネのお菓子宝箱

【ピンク】 【オレンジ】

・上代：650円（税抜）
・サイズ：W110㎜×110㎜×D20㎜
・LOT：12
・内容量：71g
・JAN：4582403702225
・賞味期限：製造日から180日
・生産地：日本（京都）

美味しさと可愛さが、ギュッ！と詰まったお菓子宝箱です♪
下にはギッシリと詰められたカラフルなこんぺいとう、
上にはねこのお顔がプリントされた、キュートなラムネたちがコロコロ乗っているよ。

【パープル】

・上代： 650円（税抜）
・サイズ：W110㎜×110㎜×D20㎜
・LOT：12
・内容量：71g
・JAN：4582403702232
・賞味期限：製造日から180日
・生産地：日本（京都）

・上代： 650円（税抜）
・サイズ：W110㎜×110㎜×D20㎜
・LOT：12
・内容量：71g
・JAN：4582403702249
・賞味期限：製造日から180日
・生産地：日本（京都）

・上代： 650円（税抜）
・サイズ：W110㎜×110㎜×D20㎜
・LOT：12
・内容量：71g
・JAN： 4582403702256 
・賞味期限：製造日から180日
・生産地：日本（京都）

るんるん♪

こんぺいとうも、ラムネも、
色によって味がさまざまなの！

ラムネは個包装されているんだよ～ 映えるよ
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■NEKONOBA おやつ(食品)シリーズ

NEW

＊全て軽減税率対象品です。

◇ひとくち肉球ラムネ

【ひとくち肉球ラムネ桃味】

・上代：420円（税抜）
・サイズ：W89㎜×148㎜×約D40㎜
・LOT：12
・内容量：11個
・JAN：4582403702423
・賞味期限：製造日から180日
・生産地：日本（京都）

大人気の肉球型ラムネが、より手頃なパッケージ＆プライスに変身！
チャック付きの袋に入れられているので保管や持ち運びも楽ちん♬
ねこ好き（肉球があればねこじゃなくても‥！）へのプレゼントにもおすすめ。

【ひとくち肉球ラムネ柚子味】

・上代：420円（税抜）
・サイズ：W89㎜×148㎜×約D40㎜
・LOT：12
・内容量：11個
・JAN：4582403702430
・賞味期限：製造日から180日
・生産地：日本（京都）

【ひとくち肉球ラムネみかん味】

・上代：420円（税抜）
・サイズ：W89㎜×148㎜×約D40㎜
・LOT：12
・内容量：11個
・JAN：4582403702447
・賞味期限：製造日から180日
・生産地：日本（京都）

【ひとくち肉球ラムネミックス味】

・上代：420円（税抜）
・サイズ：W89㎜×148㎜×約D40㎜
・LOT：12
・内容量：11個
・JAN：4582403702454
・賞味期限：製造日から180日
・生産地：日本（京都）

ラムネは個包装されているんだよ～
そしてチャック付き袋に
入れられているよ～便利だよ～
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■NEKONOBA おやつ(食品)シリーズ

NEW

＊全て軽減税率対象品です。

【青りんご味】 【ブルーベリー味】 【温州みかん味】

◇ お茶によく合う京ラムネ(友禅箱入)

【桃味】 【柚子味】

・上代：700円（税抜）
・サイズ：W75㎜×75㎜×D30㎜
・LOT：12
・内容量：14個入り
・JAN：4582403701341
・賞味期限：製造日から270日
・生産地：日本（京都）

・上代：700円（税抜）
・サイズ：W75㎜×75㎜×D30㎜
・LOT：12
・内容量：14個入り
・JAN：4582403701358
・賞味期限：製造日から270日
・生産地：日本（京都）

・上代：700円（税抜）
・サイズ：W75㎜×75㎜×D30㎜
・LOT：12
・内容量：14個入り
・JAN：4582403701389
・賞味期限：製造日から270日
・生産地：日本（京都）

・上代：700円（税抜）
・サイズ：W75㎜×75㎜×D30㎜
・LOT：12
・内容量：14個入り
・JAN：4582403701365
・賞味期限：製造日から270日
・生産地：日本（京都）

・上代：700円（税抜）
・サイズ：W75㎜×75㎜×D30㎜
・LOT：12
・内容量：14個入り
・JAN：4582403701372
・賞味期限：製造日から270日
・生産地：日本（京都）

友禅和紙箱に、可愛い肉級型のラムネを入れました。
手の平にすっぽりと収まる箱のサイズ感と和紙の優しい手触りがポイントです。
ちょっとした贈り物やお土産に大変人気がある商品です♪

徳島県産の高級和三盆糖と奈良県の吉野葛を使用し、
落雁の製法を基に、手間暇をかけて作り上げた
「京ラムネ」は、カリっとした食感の後に、
ほろほろっとした口どけと優しい風味です。

一般的に市場で売られているラムネ(駄菓子)は、砂糖とコーンスターチ、
またはブドウ糖を材料として作っておりますが、この「京ラムネ」は

そこに、「和三盆」さらに「葛粉」を入れこんでいます。
なので、駄菓子のラムネのイメージより、

【干菓子】に近く、酸味や香料も控えめにした優しい味わいが特徴です。
口の中でスッとなめらかに溶け、舌のザラつきも気になりません。

また、【干菓子】に寄せて作られているので、日本茶をはじめとする、
お茶との相性も抜群で、”茶菓子”として楽しんでいただくことが出来ます！

■よくあるラムネと何が違うの？
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■NEKONOBA おやつ(食品)シリーズ

NEW

＊全て軽減税率対象品です。
＊「シュガーボンボン」と「錦玉羹しぐれ」のみ、賞味期限が「製造日から210日」となります。

【錦玉羹(きんぎょくかん)しぐれ】 【抹茶いりこんぺいとう】 【黒こんぺいとう】

◇ お茶によく合う友禅箱菓子シリーズ

【京ラムネ 3味ミックス】 【シュガーボンボン】

・上代：700円（税抜）
・サイズ：W75㎜×75㎜×D30㎜
・LOT：12
・内容量：14個入り
・JAN：4582403701990
・賞味期限：製造日から270日
・生産地：日本（京都）

・上代：700円（税抜）
・サイズ：W75㎜×75㎜×D30㎜
・LOT：12
・内容量：43g
・JAN：4582403702003
・賞味期限：製造日から210日
・生産地：日本（京都）

・上代：700円（税抜）
・サイズ：W75㎜×75㎜×D30㎜
・LOT：12
・内容量： 43g
・JAN：4582403702010
・賞味期限：製造日から210日
・生産地：日本（京都）

・上代：700円（税抜）
・サイズ：W75㎜×75㎜×D30㎜
・LOT：12
・内容量：43g
・JAN：4582403702027
・賞味期限：製造日から270日
・生産地：日本（京都）

・上代：700円（税抜）
・サイズ：W75㎜×75㎜×D30㎜
・LOT：12
・内容量：43g
・JAN：4582403702034
・賞味期限：製造日から270日
・生産地：日本（京都）

見た目の可愛らしさが人気の友禅箱の中に、“お茶によく合う”お菓子たちをとじこめました♪
手土産やプチギフトにピッタリのお菓子です。

和三盆糖と吉野葛を使用した、高級和
風ラムネ。落雁の製法を基に手間暇を
かけて、可愛い肉球型に仕上げました。
※中身は、桃味、柚子味、温州みかん
味の3種類ミックスです。

可愛らしいいちご型をした一口サイズ
の砂糖菓子です。見た目の可愛らしさ
とカリッとした歯ごたえ、優しい甘さ
が人気です♪
＊ピンク/いちご味、黄色/レモン味

小さな寒天ゼリーにすり蜜をまぶしま
した。サクッとした食感のあと、口の
中で寒天ゼリーのしっとりとした食感
が楽しめます。カラフルな見た目と
様々なフルーツの味がポイントです。

京都の宇治抹茶をこんぺいとうにとじ
こめました。抹茶ならではの、ほろ苦
さとこんぺいとうの甘さが絶妙です。
ちょっと大人な味をお楽しみください。
食べ応えのある大粒サイズが嬉しい♪

沖縄県産の黒糖をこんぺいとうにとじ
こめました。口の中で砕けていくと同
時に、黒糖の上品な甘さが広がります。
抹茶いりこんぺいとうと同様、大粒サ
イズでとてもボリューミーです。
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◇NYASA（ニャサ）が宇宙からもってきたよ。きらきらこはくとう ・上代：550円（税抜） ・箱サイズ：W110㎜×110㎜×D20㎜ ・LOT：24 ・JAN：4582403699860

・生産地：日本（京都） ・賞味期限：製造日から90日

■NEKONOBA おやつ(食品)シリーズ

琥珀糖(こはくとう)とは、

寒天に水飴や砂糖を加え、じっくりと乾燥させ、

外側に砂糖の膜をコーティングをしたお菓子です。

絶妙な乾燥具合により、

内側は水分を含んだ寒天のプルプルした食感、

外側は砂糖のシャリシャリとした

食感が楽しめます♪

琥珀糖は“お菓子の宝石”とも呼ばれるように、

ガラス細工のような

キラキラとした見た目が特徴で、

SNS映えにもとっても人気です！宇宙の宝石を拾ってきました。

・上代：1,600円（税抜）
・箱サイズ：W167㎜×124㎜×D40㎜ ・LOT：24から ・JAN：4589757434079
・日本製（長野）・賞味期限：製造日より3週間

バニラ味 バニラ味 チョコ味

（NYASA×２/ 肉球×２/ 星×２/NYASA ポストカード1 枚入） ※NYASAマグカップは別売りです。

温かいコーヒーや紅茶など、飲み物の上に浮かばせて、
溶かして楽しむマシュマロです♪
（もちろん、そのままでも召し上がり頂けます！）
また、一般的なマシュマロに比べて水分を多く含んでいるため、
と～っても柔らかくなっています！
細部まで立体的になるよう、こだわりました。
NYASA(ニャサ)が『いつか宇宙に行きたいなぁ‥』と夢見ながら
ぷかぷか浮いている姿がとてもシュールでカワワ♡

◇マシュマロ NYASA

琥珀糖は

“ASMR”動画にも

よく使われているよ。

マシュマロ専門店とのコラボ商品です



■ねこ茶商印の日本茶
【ポイント】
〇本当に美味しい商品

単なるキャラクターをプリント
しただけの商品ではありません。
お茶の産地、静岡の玉川地区と
松野地区の高級茶葉を使用した、
今回の商品の為だけに、オリジ
ナルブレンドした本格的なお茶
です。
本当に美味しい日本茶を知る
きっかけとしてもオススメです。

〇監修

・全国茶審査技術 8段
・日本茶インストラクター認定
僅か4年で8段位を有した32歳の若き
茶商の監修を受けてます。
日本のみならず、ドイツ・イタリア・
台湾など海外にも、日本茶のセミナー
での講師するなど、プロの監修・
ブレンドを直接して頂いています。
店舗での試飲会なども応相談で可。
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■ねこ茶商

趣味が高じて、お茶の世界にはまる。

日本茶に関する幅広い知識・技術・教養を備えた

言わば「お茶のソムリエ」。

毎日、お茶を拡める事ばかりを考えている。

現在では、ねこ茶商の認定商品に関しては、

ねこ茶紋印の認定印が贈られている。

実は双子。

〇インバウンド需要

近年の健康ブームでの日本茶の人気
や、世界的な和食ブームの追い風も
あり、近年、日本発の嗜好飲料であ
る日本茶の輸出が絶好調です。
平成２８年１～１１月の緑茶の輸出
額は、すでに過去最高だった２７年
の通年実績を前倒しで上回っていま
す。アメリカへの輸出が多いのが、
驚きです。 2020年までには輸出の目
標金額を150億円に設定されている事
や、国内では2020年東京オリンピッ
クでの外国人への、更なる日本茶の
認知や需要が期待されています。

【販促物】

〇ねこ茶商印の日本茶説明リーフレット 〇お茶の淹れ方（名刺サイズ）



◇ねこ茶商印の静岡産紅茶（ティーバッグタイプ）

【紅茶（ティーバッグ8包入）】 【紅茶（一煎タイプ）】

・上代：180円（税抜）
・サイズ：W100㎜×120㎜×D7㎜
・LOT：30
・内容量：2ｇ×1包
・JAN：4582403699785
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）
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■NEKONOBA おやつ(食品)シリーズ

静岡県の藁科地区の、渋みのバランスが良く香

りや味もしっかりとしている,“べにふうき茶”と、

同じく静岡県の西河内地区の、ほのかに甘い香

りがあり繊細で優しい味わいの“やぶきた茶”を、

オリジナルの比率でブレンドしております。

タグには「ねこ茶商」が！
細かいところにも全てこだわっています。

ほんのりとした甘みと、静岡産の茶葉の特徴の渋味が少ない優しい味わいの日本産紅茶です。和菓子や和食にも合います！

全て静岡県産のこだわり紅茶

・上代：1,000円（税抜）
・サイズ：W120㎜×200㎜×D43㎜
・LOT：10
・内容量：2ｇ×8包
・JAN：4582403699778
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）



◇ねこ茶商印のハーブブレンド煎茶（ティーバッグ／一煎タイプ）

◇ねこ茶商印の日本茶(ティーバッグ／一煎タイプ）

【煎茶】 【ほうじ茶】

【煎茶×エルダーフラワー】

【玄米茶】

・上代：160円（税抜）
・サイズ：W100㎜×120㎜×D7㎜
・LOT：30
・内容量：3ｇ×1包
・JAN：4589954980904 
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

・上代：180円（税抜）
・サイズ：W100㎜×120㎜×D7㎜
・LOT：30
・内容量：2ｇ×1個
・JAN：4589954980935
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

・上代：180円（税抜）
・サイズ：W100㎜×120㎜×D7㎜
・LOT：30
・内容量：2ｇ×1個
・JAN：4589954980959
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

・上代：180円（税抜）
・サイズ：W100㎜×120㎜×D7㎜
・LOT：30
・内容量：2ｇ×1個
・JAN：4589954980942
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

・上代：160円（税抜）
・サイズ：W100㎜×120㎜×D7㎜
・LOT：30
・内容量：2ｇ×1包
・JAN：4589954980911
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

・上代：160円（税抜）
・サイズ：W100㎜×120㎜×D7㎜
・LOT：30
・内容量：3ｇ×1包
・JAN：4589954980928
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

■NEKONOBA おやつ(食品)シリーズ

【煎茶×ラズベリーリーフ】 【煎茶×レモンバーベナ】

ご要望が多かった、一煎タイプ(ティーバッグ一包入り)

のお茶です。まずは試してみたい！という方や、

ギフトのちょい足し商品などにとてもオススメです。



◇ねこ茶商印の日本茶(リーフ/茶葉タイプ) 急須が必要なタイプ

◇ねこ茶商印の日本茶（ティーバッグタイプ）

【煎茶】 【ほうじ茶】

【煎茶】 【ほうじ茶】

【玄米茶】

【玄米茶】

・上代：1,100円（税抜）
・サイズ：W120㎜×200㎜×D43㎜
・LOT：10
・内容量：70ｇ
・JAN：4589954980737
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

・上代：900円（税抜）
・サイズ：W120㎜×200㎜×D43㎜
・LOT：10
・内容量：3ｇ×8個
・JAN：4589954980706
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

・上代：800円（税抜）
・サイズ：W120㎜×200㎜×D43㎜
・LOT：10
・内容量：3ｇ×8個
・JAN：4589954980720
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

・上代：800円（税抜）
・サイズ：W120㎜×200㎜×D43㎜
・LOT：10
・内容量：2ｇ×8個
・JAN：4589954980713
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

・上代：1,000円（税抜）
・サイズ：W120㎜×200㎜×D43㎜
・LOT：10
・内容量：30ｇ
・JAN：4589954980744
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

・上代：1,000円（税抜）
・サイズ：W120㎜×200㎜×D43㎜
・LOT：10
・内容量：70ｇ
・JAN：4589954980751
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

煎
茶

ほ
う
じ
茶

玄
米
茶
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■NEKONOBA おやつ(食品)シリーズ

ティーバッグのタグには「ねこ茶商」が！



◇ねこ茶商印のハーブブレンド煎茶（ティーバッグタイプ）

【煎茶×エルダーフラワー】

・上代：1,180円（税抜）
・サイズ：W120㎜×200㎜×D43㎜
・LOT：10
・内容量：2ｇ×8個
・JAN：4589954980812
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

・上代：1,180円（税抜）
・サイズ：W120㎜×200㎜×D43㎜
・LOT：10
・内容量：2ｇ×8個
・JAN：4589954980836
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

エ
ル
ダ
ー
フ
ラ
ワ
ー

×煎
茶
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■NEKONOBA おやつ(食品)シリーズ

【煎茶×ラズベリーリーフ】 【煎茶×レモンバーベナ】

ラ
ズ
ベ
リ
ー
リ
ー
フ

×煎
茶

レ
モ
ン
バ
ー
ベ
ナ

×煎
茶

・上代：1,100円（税抜）
・サイズ：W120㎜×200㎜×D43㎜
・LOT：10
・内容量：2ｇ×8個
・JAN：4589954980850
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）



◇ねこ茶商印の水出し専用日本茶(平打ちタグ無タイプ)

本体裏面には、美味しい淹れ方が記載！

【水出し専用「煎茶」】 【水出し専用「ほうじ茶」】

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

■NEKONOBA おやつ(食品)シリーズ

500mlの水に対してティーバッグ1個で、
ちょうど良い濃さになります。
家庭用はもちろん、マイボトルなどに
入れて持ち歩くこともオススメ。
暑い日は氷を入れるとGOOD！

ポンッと入れるだけ！

≪香ばしさの中に甘くやさしい香り≫≪やわらかな甘味と涼を感じる爽やかな後味≫

・上代：1,000円（税抜）
・サイズ：W140㎜×220㎜×約D60㎜
・LOT：10
・内容量：5ｇ×8包
・JAN：4582403699754
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

・上代：1,000円（税抜）
・サイズ：W120㎜×220㎜×約D60㎜
・LOT：10
・内容量：5ｇ×8包
・JAN：4582403699761
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

マイボトルでも！

“ねこ茶商のお茶”シリーズから、水出し専用茶が登場！

とっても簡単に本格的な水出し茶を味わうことが出来ます。



◇ねこ茶商印のほうじ茶ラテ６Pセット◇ねこ茶商印の抹茶ラテ６Pセット

◇ねこ茶商印のほうじ茶ラテ（単品）◇ねこ茶商印の抹茶ラテ（単品）

・上代：1,400円（税抜）
・箱サイズ：W950㎜×117㎜×D60㎜
・LOT：10
・内容量：78ｇ（13g×6袋）
・JAN：4589954980775
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

・上代：220円（税抜）
・サイズ：W90㎜×110㎜×D7㎜
・LOT：20
・内容量：13g
・JAN：4589954980768
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

【クリアBOX入り】

■NEKONOBA おやつ(食品)シリーズ

・上代：1,400円（税抜）
・箱サイズ：W950㎜×117㎜×D60㎜
・LOT：10
・内容量：78ｇ（13g×6袋）
・JAN：4589954980799
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

【クリアBOX入り】 ※抹茶ラテと同じ仕様です。

・上代：220円（税抜）
・サイズ：W90㎜×110㎜×D7㎜
・LOT：20
・内容量：13g
・JAN：4589954980782
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

ほうじ茶ラテは、
「ねこ茶商印のほうじ茶」
の茶葉を粉砕したものを使用しています！

お茶屋さん監修の本格的な抹茶・ほうじ茶ラテ。甘さ控えめで上品な美味しさです。

お湯を注いだあとに氷を入れてかき混ぜると、
美味しいアイスラテになります！
※ほうじ茶ラテも同様です。

粉砕



◇ねこ茶商印の抹茶ラテ／ほうじ茶ラテアソートセット

・上代：1,400円（税抜）
・箱サイズ：W950㎜×117㎜×D60㎜
・LOT：10
・内容量：78ｇ（13g×6袋）
・JAN： 4589954980867
・賞味期限：製造日から1年
・生産地：日本（静岡）

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

■NEKONOBA おやつ(食品)シリーズ

クリアーBOXは、表面から見ると「抹茶ラテ」が、
裏面からは、「ほうじ茶ラテ」が、見えます。

【内容】

〇抹茶ラテ×3袋

〇ほうじ茶ラテ×3袋

表から見た図 裏から見た図

ご要望が多かった、3個ずつのアソートセットです！

クリアーBOX入りなので、贈り物などにオススメです。

ココアのような
粉末タイプです！
お湯で溶くだけでOK♪

抹茶ラテ

ほうじ茶ラテ



◇ねこ茶商印のほうずい9個セット◇ほうずい9個セット

・上代：1,200円（税抜）・箱サイズ：W120㎜×120㎜×D28㎜ ・LOT：24 ・生産地：日本（京都）
・賞味期限：製造日から90日

【KOZACLA】
JAN：4582403694551

【KEORA KEORA】
JAN：4582403694568

白あん入り！

和風マシュマロとも呼ばれる、関西で親しみのある和菓子“鳳瑞”(ほうずい) 。

寒天を主料として作られ、マシュマロよりもモチッと弾力のある食感が特徴。中には白餡入り。

白はバニラ、黄色は柚子、ピンクはイチゴといった、色によって味の変化も楽しめるのがポイント。

◇【花札ねこ柄】もなか 6個セット[すぎはらゆり]

・上代：1,800円（税抜） ・箱サイズ：W152㎜×233㎜×D48㎜ ・LOT：24
・JAN：4582403696814 ・生産地：日本（京都） ・賞味期限：製造日から120日

もなかは北陸を産地とする糯米を香ばしく焼き上げ、餡子は北海道小豆を使用して、見た目だけでなく味にもこだわっています。

餡子を別添にすることにより、食べるときは、もなかの食感はサクサクのまま、餡子との相性を存分にお楽しみいただけるように工夫しております。

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

・上代：1,200円（税抜）・箱サイズ：W120㎜×120㎜×D28㎜ ・LOT：24 ・生産地：日本（京都）
・賞味期限：製造日から90日

【ねこ茶商(抹茶味)】
JAN：4582403698337

【ねこ茶商(ほうじ茶味)】
JAN：4582403698566

◇【どろぼうねこ】もなか 2個セット[すぎはらゆり]

・上代：700円（税抜） ・箱サイズ：W80㎜×157㎜×D42㎜ ・LOT：24
・JAN：4582403698573 ・生産地：日本（京都）
・賞味期限：製造日から120日

和風マシュマロとも呼ばれる、関西で親しみのある和菓子“鳳瑞”(ほうずい) 。

寒天を主料として作られ、マシュマロよりもモチッと弾力のある食感が特徴。

香り豊かな宇治抹茶と宇治ほうじ茶の粉末を生地に練りこんで作られた逸品。※白あん無し。

白あん入り！

■NEKONOBA おやつ(食品)シリーズ

SOLD OUT



・上代：1,300円（税抜）
・箱サイズ：W250㎜×85㎜×D45㎜
・LOT：24
・JAN：4582403699150
・生産地：日本（京都）
・賞味期限：製造日から90日

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

・上代：1,200円（税抜）
・箱サイズ：W180㎜×110㎜×D18㎜
・LOT：24
・JAN：4582403698580
・生産地：日本（京都）
・賞味期限：製造日から90日

◇ねこもにゃか
・上代：1,200円（税抜）
・箱サイズ：W180㎜×110㎜×D20㎜ ・LOT：24
・JAN: 4534949006022 ・生産地：日本（京都）
・賞味期限：製造日から120日

内容：もなか×２／あんこ×２／鳳瑞×１／金平糖など

華やかで可愛らしい見た目が人気の〝ねこもにゃか”。もなかの中には金平糖と三温糖で作ったらくがんや、

ゼリー菓子などがごろごろと入っています。まず、こちらのお菓子をそのまま食べて頂き、

もなかの中が空になったら、別添の餡子をセットして食べて頂くお菓子です。

黄色い鈴は柚子味の鳳瑞(和風マシュマロ) です。ねこ好きの方へのプレゼントや配りものにも最適です。

   

琥珀糖(こはくとう)とは、寒天に水飴や砂糖を加え、じっくりと乾燥させ、外側に砂糖の膜を
コーティングしたお菓子です。絶妙な乾燥具合により、内側は水分を含んだ寒天のプルプルした食感、
外側は砂糖のシャリシャリとした食感が楽しめます。琥珀糖は“お菓子の宝石”とも呼ばれるように、
ガラス細工のようなキラキラとした見た目が特徴です。

■NEKONOBA おやつ(食品)シリーズ

◇ころころねこてまり(おまめ入り) ◇きらきらフルーツこはく 15個セット

SOLD OUT



■NEKONOBA 2020 SS発売

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

NEW
◇すごーく便利なハンカチタオル(ミトン型)

・上代：800円（税抜） ・LOT：5 ・サイズ：W120㎜×230㎜ ・生産地：日本（和歌山） ・素材：ガーゼ（中布はパイル地)

半分に折って使用します。

ポケット部分に手を入れて、
ミトンのように使用してください。

電車やバスの吊り革も
安心してつかめるよ。

ドアノブも怖くない！

様々なシーンでお役立ち

お買い物だって安心♪

新型コロナウイルスが流行する中、通勤しなくてはならない方や、
生活品のお買い物に出かけないといけない方はまだまだ多くいらっしゃいます。
そんな中で、電車の吊り革だったり、お買い物カート＆カゴだったり、ドアノブだったり‥。
素手で触るのをちょっとためらってしまう‥
そういったシーンにとても役立つ、皆さんの生活をお助けする、最高なタオルハンカチを作りました！

※ウイルスを99%以上防御する『抗ウイルス加工』を生地に施しています。

【NYASA】
4582403702126

【ゆかいなネコ】
4582403702133

【ねこがお】
4582403702140

他にもこんなシーンで使えます

タオル2個持ち♪

・夏場はポケット部分に保冷剤を
入れて持ち歩き、熱中症対策グッズ
として使用できます！

・ポケット部分に生理用品など収納
して、お化粧室に行く際のポーチ変
わり(タオルとしても使える！)とし
てもオススメです。

・食事の際など、一時的にマスクを
外すときに、タオルを広げた状態で
ポケット部分にマスクを収納すれば、
マスク仮置きケースにもなります。

ガーゼパイル生地なので、
使用したあとは、普通のハンカチのように

洗濯機で洗うことが出来ます！

表 裏 表 裏 表 裏



■NEKONOBA 2020 SS発売

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

NEW

◇すごーく便利なハンカチタオル(ミトン型)

表 裏

ねこ柄以外のシンプルな柄も作りました！

【ボーダー ネイビー×ピンク】
JAN： 4582403702041

表 裏

【ボーダーグレー×グリーン】
JAN：4582403702058

表 裏

【チェック グレー】
JAN：4582403702065

表 裏

【チェック ターコイズ×ピンク】
JAN：4582403702072

表 裏

表 裏

【お花 グリーン】
JAN：4582403702089

【お花 ラベンダー】
JAN：4582403702096

※ウイルスを99%以上防御する『抗ウイルス加工』を生地に施しています。

・上代：800円（税抜） ・LOT：5 ・サイズ：W120㎜×230㎜ ・生産地：日本（和歌山） ・素材：ガーゼ（中布はパイル地)

※『抗ウイルス加工』についての詳細は次のページへ！

パッケージも
おしゃれだぞう！



NEKO PUBLISHING All rights reserved.

「抗ウイルス」加工

ウイルスを 99%以上防御！

抗アレルゲン
抗ウイルス
抗菌・防臭

新型インフルエンザなどのウイルス飛沫感染予防に！

銀イオンを担持させた三次元骨格の無機化合物を主成分とした高度な分散技術を用いた、
抗アレルゲン、抗ウイルス、抗菌・防臭剤です。

洗濯を繰り返しても効果が持続！
銀（Ag）を、ナノ粒子化することにより、繊維に対する浸透性が増し、
ウイルスや細菌への接触確率が高まり除菌効果が向上します。

＜繊維上に付着したウイルス、細菌を抑制します＞

多孔質材料のため表面に
無数の細孔が存在し、
物理的吸着作用により
臭気成分を減少させる。

抗ウイルス効果 測定機関：財団法人 北里環境科学センター ELISA法によるアレルゲン沈静化効果（%）

供試ウイルス：Influenza A virus（H1N1) (A型インフルエンザウイルス)

作用時間：24時間 検出限界：6.3TCID 50 /mL

※1 ウイルス初期感染価との比較：log10（初期ウイルス感染価÷24時間後の感染価）

試験布：ポリエステルトロピカル

※上記、記載の案内文を販売用文語に直接引用した場合、
薬事法に抵触する恐れがありますので、ご注意ください。

安全性

経口毒性・皮膚刺激性等がなく、各種試験をクリアし、
さらに海外許認可取得していますので、安心です。

<海外許認可取得の実績>

●米国FDA（食品医薬品局）
●米国EPA（環境保護庁）
●米国NSF（水道水関連部材民間認定機関）

ここテスト
出るで～

※効果は半永久的なものではありません。



■NEKONOBA PRODUCTS
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◇柔らかガーゼパイルハンカチ

・上代：700円（税抜） ・LOT：5 ・サイズ：約W250㎜×250㎜ ・生産地：日本（和歌山）
・素材：表 パイル／裏 ガーゼ

【NYALAXY】
JAN：4582403699679

【SPACE NYASA】
JAN：4582403699662

【NYANDROID(ニャンドロイド)】
JAN：4582403699686

甘撚りの糸を使用したガーゼパイル生地のハンカチです。
イラストのある表面は優しいガーゼ、裏面はふんわりと空気を包み込むようなパイル地で
水分をよく吸い、とっても優しく心地よい肌触りです♪

ほんのり色づく生成り色はそのままの天然色、
蛍光剤不使用なので、小さいお子様にもお使い頂けます。

NEW

【ねこがお】
JAN：4582403702157

新柄だヨ！

乾きも早くて最高やで

そうなんや

お子様のハンカチにもぴったりです



■NEKONOBA PRODUCTS

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

◇ふんわり8重ガーゼハンカチ2枚セット

・上代：1,000円（税抜） ・LOT：3 ・サイズ：約W270㎜×270㎜
・生産地：日本（和歌山） ・素材：ガーゼ

【NYASA】
JAN：4582403699723

【ゆかいなネコたち】
JAN：4582403699730

【ねこがお】
JAN：4582403699747

昔ながらのガーゼを8枚に合わせたハンカチです。
使って洗ってを繰り返していくうちに、
とってもフワフワになり、肌馴染みも良くなっていきます。
色違いの2枚セットでお得感もup！
手作りマスクの生地としてもかなり需要があります。
ふんわりとした肌にとても優しい生地なので、
大人だけではなく、お子様や赤ちゃんのお口拭きにもピッタリ♪

NEW 新柄だヨ！

【波ねこ】
JAN：4582403702164

大判サイズ！



・上代：1,000円（税抜） ・LOT：3 ・サイズ：約W900㎜×320㎜
・生産地：日本（和歌山） ・素材：ガーゼ

◇洗うとふんわりするガーゼ手ぬぐい

【NYASA】
JAN：4582403699693

【ゆかいなネコ】
JAN：4582403699709

【ごろごろ】
JAN：4582403699716

ヨコ糸に意匠撚糸を使用したちょっと変わった見た目・手触りのガーゼ手ぬぐいです。
はじめは“シャリッ”とした手触りですが、使って洗ってを繰り返していくうちに、
ふんわりとしていき、肌に馴染んでいきます♪
また両端が縫われているので、どんどんほつれていく・・という心配も不要です。

生産は和歌山県の小さな織物の町で！
代々受け継がれてきたシャトル織機で、職人が時間をかけ丹精こめて織りあげています。

吸収性も高く、体を洗う・汗を拭くにも適しております。

■NEKONOBA PRODUCTS

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

NEW
新柄だヨ！

【波ねこ】
JAN：4582403702171

手作りマスクの
生地にしても◎
通気性がよく、
肌にも優しいヨ！

ティッシュケースにしたり♪ペットボトルに巻いたり・・

俺たち
新人です



◇蚊帳生地ふきん

■NEKONOBA PRODUCTS

・上代：580円（税抜） ・サイズ：W300㎜×300㎜ ・LOT：5 ・生産地：日本（和歌山）

【月見NYASA】
JAN：4582403698504

【ねこ茶商】
JAN：4582403698511

【ごろごろ】
JAN：4582403698528

【ふきだし】
JAN：4582403698535

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

天然由来の蚊帳生地を素材に一つ一つ丁寧に生産している、ふきんです。

蚊帳生地は吸収性に優れ、洗うたびに柔らかくなり、手になじみます。

手拭きや、台拭きなどの用途でご使用頂けます。

抜群の吸水性！お皿拭きも楽しくなります♪

お茶とセット買い
をして、プチギフト
にするお客様が
すごく多いんだヨ

ちょい足しアイテムにぴったり～



■NEKONOBA PRODUCTS

【NYASA ネイビー】
JAN：4582403690706

【NYASA アイボリー】
JAN：4582403690676

【ふうせん バニラ】
JAN：4582403690683

【NYAKYU ピンク】
JAN：4582403690690

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

◇今治ハンカチタオル

・上代：900円（税抜） ・サイズ：W240㎜×240㎜ ・LOT：5 ・生産地：日本（愛媛） ・素材：綿
今治タオルブランド認定証取得済の商品です。

売れ筋必須の今治ハンカチタオル。手頃な価格とサイズでプチギフトにも大人気！

今治ならではのフカフカで優しい手触りが人気ポイントです。※全てOPP袋に個包装されております。

SOLD OUT

NEW 新柄だヨ！

【みけちゃん オレンジ】
JAN：4582403702188

【とらちゃん グリーン】
JAN：4582403702195

【黒豆黒太郎 パープル】
JAN：4582403702201



■NEKONOBA 2020 SS発売

◇オシャレにワンポイント缶バッチ

・上代：350円（税抜）
・Φ58㎜
・LOT：10

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

◇オシャレにワンポイントステッカー

・上代：300円（税抜）
・W65㎜×65㎜
・LOT：10

【NYASA】
JAN：4582403701488

【ニャンドロイド】
JAN：4582403701495

【NYALAXY】
JAN：4582403701501

【ハートねこ】
JAN：4582403701518

【ちょっと通りますよ】
JAN：4582403701532

【ニャキュウ】
JAN：4582403701525

【NYASA】
JAN4582403701426

【ニャンドロイド】
JAN：4582403701433

【ハートねこ】
JAN：4582403701457

【ちょっと通りますよ】
JAN：4582403701471

【ニャキュウ】
JAN：4582403701464

光沢のある缶バッチに、可愛いねこたちをプリントしました！
トートバッグやリュックなどにちょこっと付けてあげるだけで可愛いアクセントになります♡
ほど良いサイズで存在感も抜群です◎

正方形サイズのシンプルなステッカー。
ノートやPCに貼ったり、透明のスマホケースに挟んでみたりと使い方は様々！



■NEKONOBA PRODUCTS

◇トートバッグ

【NYALAXY】
JAN：4582403699280 

【SPACE NYASA】
JAN：4582403699273

【SPACE NYASA】
JAN：4582403699303

【NYAKYU】
JAN：4582403699310

◇ランチトートバッグ

・上代：1,300円（税抜） ・サイズ：W280×180×D90mm ・LOT：５ ・生産地：カンボジア ・綿（10oz生地）

【NYALAXY】
JAN：4582403699297

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

・上代：2,000円（税抜） ・サイズ：W395㎜×355㎜×D120㎜ ・LOT：3 ・生産地：カンボジア ・綿（10oz生地）

たっぷりマチで大容量です！

SOLD OUT



◇おちびトートバッグ 【お財布／携帯／カギ／小説など、ちょっとお出かけにピッタリサイズ！】

◇マガジントートバッグ 【雑誌／ノートPC／ノートなど、ピッタリ入る万能サイズ】

■NEKONOBA PRODUCTS

・上代：1,500円（税抜） ・サイズ：W260×330ｍｍ ・LOT：３ ・生産地：カンボジア ・綿（8ozキャンバス生地）

【NYALAXY】
JAN：4582403699358 

【SPACE NYASA】
JAN：4582403699365

【SPACE NYASA】
JAN：4582403699334 

【ふうせん】
JAN：4582403699372 

・上代：1,100円（税抜） ・サイズ：W220×200mm ・LOT：５ ・生産地：カンボジア ・綿（8ozキャンバス生地）

【NYALAXY】
JAN：4582403699327

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

【ふきだし】
JAN：4582403699341

雑誌やA4サイズも
すっぽりと入ります！
マチなしぺったんこの
バッグで、使い勝手抜群♪

珍しい“おちび型サイズ”の
トートバッグ。
ちょっと出かける時に
必要最低限の荷物を入れたり、
サブバッグとしてもオススメ。



・上代：1,800円（税抜） ・サイズ：Φ約82mm×H80mm ・容量：280㏄ ・LOT：3 ・生産地：日本

◇ほど良いサイズのねこマグカップ
定番人気アイテムのマグカップです。ちょっと肉厚なボディで手に馴染みやすいほど良いサイズがポイント！
日本製で食洗機・電子レンジの使用可能です◎箱入りなのでギフトにもオススメ！

■NEKONOBA PRODUCTS

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

【NYASA】
JAN：4582403699808

【NYANDOROIDO（ニャンドロイド）】
JAN：4582403699815

【ゆかいなネコたち】
JAN：4582403699822

◇メタルスマートフォンリング
・上代：1,600円（税抜） ・箱サイズ：W84㎜×144㎜ ・LOT：3 ・生産地：中国 ・素材：メタル

大人気スマートフォンリングがメタル素材にチェンジして再登場しました！
また、新柄の”SPACE NYASA”に加え、おちゃめな“ゆかいなネコ”も仲間入りです♪
キラキラ・ピカピカで高級感もちょっぴりup！
目を引く可愛いパッケージも人気ポイントです。

【NYASA】
JAN：4582403699242

【ゆかいなネコ】
JAN：4582403699266

【SPACE NYASA】
JAN：4582403699259



◇サークルミニポーチ＆キーケース◇中身が見えるメッシュポーチ

■NEKONOBA PRODUCTS

・上代：2,600円（税抜） ・サイズ：約W170㎜×115㎜×45㎜
・生産地：中国 ・素材：メッシュ ・LOT：2

【NYASA】
JAN：4582403699389

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

【ふきだし】
JAN:4582403699396

涼しげなメッシュ生地に、ねこモチーフを刺繍で表現しました。
底マチ付きで山型になっているので自立し安定感もあります♪

ファスナーで口元が大きく開くので、中身も楽に取り出すことが出来ます。

・上代：2,600円（税抜） ・サイズ：Φ約100㎜×H15㎜
・生産地：中国 ・素材：合皮 ・LOT：2

【NYASA ブラック】
JAN：4582403699426

キラキラのラメ合皮生地に、NYASAを刺繍しました！

【NYASA ブルー】
JAN：4582403699433

まんまるのミニサイズ型のポーチ。中のキーホルダーを活用すれば、キーケースとしても使えます！
ビビットカラーの内生地がオシャレポイントです。チェーン付きなので、バッグチャームとしても◎

自立する～



■NEKONOBA PRODUCTS

・上代：3,000円（税抜）・サイズ：W160㎜×110㎜×D40㎜
・LOT：2 ・生産地：中国製 ・素材：スウェット

◇ぷくぷくプリント コインケース

・上代：2,300円（税抜）・サイズ：W110㎜110㎜
・LOT：2 ・生産地：中国 ・素材：スウェット

◇ぷくぷくプリント ティッシュポーチ

・上代：2,300円（税抜）・サイズ：W150㎜×110㎜
・LOT：2 ・生産地：中国 ・素材：スウェット

【NYASA】
JAN：4582403698597

【ねこ茶商】
JAN：4582403698603

【NYASA】
JAN：4582403698610

【NYASA】
JAN：4582403698658

【ねこ茶商】
JAN：4582403698665

【ねこ茶商】
JAN：4582403698627

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

◇ぷくぷくプリントフラットポーチ

【NYASA】
JAN：4582403698634

【ねこ茶商】
JAN：4582403698641

A4サイズのノートやノートPCなども入る優れもの。クラッチバッグとして使用しても◎！充電ケーブル／リップクリーム／目薬などの小物入れとしてもオススメです。

◇ぷくぷくプリント コスメポーチ

・上代：3,300円（税抜） ・サイズ：W300㎜×230㎜
・LOT：2 ・生産地：中国 ・素材：スウェット



■NEKONOBA PRODUCTS

・上代：4,200円（税抜）・サイズ：W360㎜×280㎜×D150㎜
・LOT：2 ・生産地：中国 ・素材：スウェット

【NYASA】
JAN： 4582403698672

【ねこ茶商】
JAN：4582403698689

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

◇ぷくぷくプリント トートバッグ

ぷくぷくプリントシリーズは、発泡プリントという特殊な技法を用いており、
モチーフが「ぷくっ」と立体的に浮き上がっております。

肩かけも余裕だヨ！



◇tamao×KOZACLA 刺繍ルームシューズ（バブーシュ）

◇ tamao×KOZACLA 刺繍ミニブローチセット

◇tamao×KOZACLA 刺繍ランチミニトート

◇tamao×KOZACLA 刺繍チャーム

■NEKONOBA PRODUCTS

・上代：8,800円（税抜）・足サイズ：約22cm～24.5cm ・LOT：1
・生産地：インド ・素材：山羊革

【NYASA】
JAN：4582403698481

【ねこ茶商】
JAN：4582403698498

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

【NYASA】
JAN：4582403698443

【ねこ茶商】
JAN：4582403698450

・上代：4,600円（税抜）・台紙サイズ：W87㎜×11㎜ ・LOT：1 ・生産地：インド

・上代：4,800円（税抜）・サイズ：W258㎜×205㎜×D65㎜ ・LOT：1
・生産地：インド

・上代：3,700円（税抜）・サイズ：(NYASA)W55㎜×95㎜ (ねこ茶商)W48㎜×70㎜
・LOT：1 ・生産地：インド

【NYASA】
JAN：4582403698467

【ねこ茶商】
JAN：4582403698474

＊全て手刺繍・インドのパーツや生地を使っています。

【NYASA】
JAN：4582403698344

【ねこ茶商】
JAN：4582403698436

SOLD OUT



■NEKONOBA PRODUCTS

◇ラバースマホリング

・上代：1,500円（税抜）
・サイズ：W48㎜×75㎜×D9㎜
・LOT：3 ・生産地：中国 ・素材：ラバー

【ねこ茶商】
JAN：4582403697996

スマホの落下防止にも人気のガジェットアイテム。
リングの角度をかえてスタンドにも。
ラバー素材で出来ている半立体的なスマホリングです。

◇ラウンドボトムトート

・上代：1,500円（税抜） ・サイズ：W370㎜×350㎜
・LOT：3 ・生産地：中国

【ねこ茶商 茶紋 ナチュラル】
JAN：4582403698023

【ねこ茶商 茶紋ドット ブラック】
JAN：4582403698030

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

◇サガラ刺繡ポーチ

・上代：3,800円（税抜） ・サイズ：W230㎜×150㎜×30㎜
・LOT：2 ・生産地：中国 ・素材：綿 （内布はサテン生地）

【NYAKYU】
JAN：4582403696760

【NYASA ネイビー】
JAN：4582403696715

【NYASA アイボリー】
JAN：4582403698177

【ねこ茶商 グレー】
JAN：4582403698184

【ふうせん グリーン】
JAN：4582403696722

◇刺繍ソックス（レディース）

・上代：1,200円（税抜） ・足サイズ：22㎝～24㎝ ・LOT：3個
・生産地：日本（奈良）

靴下の産地でも有名な奈良県で作られた刺繍ソックス。より優れた糸で編んでおり、毛玉も出来にくいのが特徴です。

シンプルなカラーをベースに、おちゃめなネコたちを刺繍しました♪

SOLD OUT

しっかりめの綿生地に、ふわふわモコモコの“サガラ刺繍”を
ほどこしたポーチ。野球をしているねこがとてもキュート！
マスク入れやトラベルポーチなどにオススメ◎ 薄生地なので、エコバッグとして持ち歩いても良いヨ！

着用イメージです



■NEKONOBA PRODUCTS

◇バンダナ

・上代：1,600円（税抜） ・サイズ：W600㎜×600㎜ ・LOT：3 ・生産地：中国 ・素材：綿

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

【NYASA】
JAN：4582403693790

【ねこ茶商 ドット】
JAN：4582403698214

【どうぼうねこ唐草 レッド】
JAN：4582403693127

【GIRL】
JAN：4582403693004

【SUNGLASSES】
JAN：4582403692991

【SWIMMER】
JAN：4582403693028

◇マルシェバッグ

・上代：1,300円（税抜） ・サイズ：W445㎜×420㎜ ・LOT：2 ・生産地：中国 ・素材：綿

◇トートバッグ

・上代：2,500円（税抜） ・サイズ：W395㎜×355㎜×D120㎜ ・LOT：2
・生産地：中国 ・素材：キャンバス

じゅうぶんすぎる大容量！
お買い物袋としても人気です◎



■■NEKONOBA PRODUCTS

◇すぎはらゆり ポストカード 花札

・上代：200円（税抜）・サイズ：W100㎜×148㎜ ・LOT：10 ・生産地：日本製 ・素材：紙

【猪】
JAN：4582456353801

【鹿】
JAN：4582456353818

【蝶】
JAN：4582456353825

【鶯】
JAN：4582456353832

【雁】
JAN：4582456353849

【芒に月】
JAN：4582456353856

【あめ】
JAN：4582456353863

【サクラ】
JAN：4582456354402

【ねこよろし】
JAN：4582456354426

【桐に鳳凰】
JAN：4582456354440

【菊に盃】
JAN：4582456354464

いたずらな表情が特徴的なねこと、たまにひょこっと現れるイカ紳士に注目！

飾っておいても可愛く、お手紙として人へ送っても喜ばれるデザイン。

手描きならではの風合いが心をくすぐります。

是非豆皿・箸置きとセットでどうぞ。

NEKO PUBLISHING All rights reserved.



■NEKONOBA PRODUCTS

◇NEKONOBAオリジナルボールペン

・上代：350円（税抜） ・サイズ：全長140㎜ ・LOT：10 ・ブチレート樹脂 ・ボールペン色：黒
※弊社では替え芯の用意はございません。お求の場合は、メーカー名：BIC（ビック）クリックゴールドの替え芯でお求めください。

【まえがみ】
JAN：4582403689854

【こしばとねこ】
JAN：4582403689861

【まる】
JAN：4582403689878

【ちび】
JAN：4582403689885

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

【しばねこ】
JAN：4582403689892

【ひげ】
JAN：4582403689908

◇NEKONOBAオリジナルフレークシール

・上代：500円（税抜） ・パッケージサイズ：W85×85㎜ シールサイズ：W32×32㎜ ・LOT：10個 ・素材：紙

【まえがみ】
JAN：4582403689793

【こしばとねこ】
JAN：4582403689809

【まる】
JAN：4582403689816

【ちび】
JAN：4582403689823

【しばねこ】
JAN：4582403689830

【ひげ】
JAN：4582403689847

SOLD OUT SOLD OUT



■NEKONOBA PRODUCTS

◇湯呑み（単品）
・上代：1,300円（税抜）・サイズ：Φ70㎜×H100㎜ ・LOT：3 ・生産地：日本（美濃焼）
・容量：260ml ・箱入り

【ねこ茶商 茶紋】
JAN： 4582403697897

【月見NYASA】
JAN：4582403697910

【ねこ茶商 茶紋ドット】
JAN：4582403697903

【ごろごろ】
JAN： 4582403697927

表 裏

表 裏

表 裏

【NYASA＆ごろごろセット】
JAN：4582403697941

【ねこ茶商セット】
JAN：4582403697934

◇湯呑み（2個ギフトセット）
・上代：2,500円（税抜） ・サイズ：Φ70㎜×H100㎜ ・LOT：2 ・生産地：日本（美濃焼）
・容量：260ml ・箱入り

◇そばちょこ（単品）

・上代：1,400円（税抜） ・サイズ：Φ80㎜×H67㎜ ・LOT：3 ・生産地：日本（美濃焼）
・容量：180ml ・箱入り

【ねこ茶商 茶紋】
JAN：4582403697958

【ねこ茶商 茶紋ドット】
JAN：4582403697965

【月見NYASA】
JAN：4582403697972

【ごろごろ】
JAN：4582403697989

表 裏

表 裏

表 裏

表 裏

◇豆皿（単品）
・上代：1,200円（税抜）・サイズ：W105㎜×16㎜ ・LOT：3 ・生産地：日本（美濃焼） ・箱入り

豆皿イメージ

【ねこ茶商】
JAN：4582403697873

【ねこ茶商 茶紋ドット】
JAN：4582403697880

そばちょこイメージ

NEKO PUBLISHING All rights reserved.

しっかりとした大き目サイズ！
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