
コンドーム関連商品

商品ラインナップ

指ドーム 20個入
フィンガープレイをより安全に！
コンドーム用ローションつき指サック。
相手を想えるあなたはカッコいい。

薄く丈夫で柔らかい自社製の日本産指サックを使
用しています。 指に装着する事で爪等による傷付
のリスクを減らします。 「フィット感」や「ゆった
りめ」を求めるお客様にお応えする 3 サイズ展
開 !!

商品概要

「フィット感」や「ゆったりめ」
を求めるお客様にお応えする

3サイズ展開
【各サイズの内径※】 S⇒15mm／M⇒18mm／ L⇒20mm ※内径とは指サックの輪の内部のサイズを指します。

きつめ ふつう ゆったり
め

販売名 JANコード 希望小売価格

指ドーム 20個入
S

指ドーム 20個入
M

指ドーム 20個入
L

1,078円
（税込）

1,078円
（税込）

1,078円
（税込）

4 589949 760078

4 589949 760016

4 589949 760061

販売場所／アダルトショップ・インターネット販売等

販売名 JANコード 希望小売価格内容量

アートコンドーム
祭

アートコンドーム
誘

1,100円
（税込）

1箱に
2個入

1箱に
2個入

1,100円
（税込）

販売場所／アダルトショップ・インターネット販売等

販売名 JANコード 希望小売価格

指ドーム 200個入
（M）

6,930円
（税込）

販売場所／アダルトショップ・インターネット販売等

薄く丈夫で柔らかい自社製の日本産指サックを使
用しています。 指に装着する事で爪等による傷付
のリスクを減らします。 お客様やキャスト様を守
る為の指ドーム、いかがですか？

商品概要

コンドーム

アートコンドーム

4 589949 760023

トイドーム 10個入
デンマプレイをより優しく清潔に！
ゼリー無し・液だまり無しの
大人のおもちゃ用カバー。

販売名 JANコード 希望小売価格

トイドーム(ノーマル）
１0個入

1,100円
（税込）

販売場所／アダルトショップ・インターネット販売等

専用カバーを付けてデンマを
清潔に保ちつつ、掃除の時間を
短縮しませんか？

4 589949 760030

トイドーム 144個入
ホテル様、風俗店様でのご使用に。
おもちゃで楽しんでもらいつつ、
清潔感を提供できます。

販売名 JANコード 希望小売価格

トイドーム グロス入り
144個入

オープン

インターネット販売・問屋様等

お客様にも、従業員の方にも
メリットの多い本商品。
おもちゃと一緒に採用いかがですか？

「アッ !」「ワッ ! 笑」と驚かせる&
驚いちゃう JAPANESE サプライズ
コンドーーーム !!
パートナーを楽しませられる
コンドーム、準備は OK ですか ?
事後の雑談ネタにも GOOD!

4 589949 760054

Surprising Japanese condom than ever before!
You can use following condom normally
of course.

4 547691 798008

4 547691 798015

業務用コンドーム
品名：ボスワール

色：バイオレット
潤滑剤：ジェルタイプ

4 970520 210523

品名：ビッグ・ハニー
色：ナチュラル
潤滑剤：ジェルタイプ

品名：ハートアンドハート
色：ピンク
潤滑剤：ジェルタイプ

品名：ハートアンドハートエル
色：ピンク
潤滑剤：ジェルタイプ

4 970520 210943

4 547691 681256

4 547691 681249

グロス箱

ダンボール

16.5×17.5×5.5

奥行×幅×高さ（cm） 重量 個数

326g 144個

ピロー ー

縦×横×厚み（cm） 重量 個数

ー ー

37×57×34 10.88kg 30箱

グロス箱

ダンボール

16×17.5×6.0

奥行×幅×高さ（cm） 重量 個数

315g 144個

ピロー ー

縦×横×厚み（cm） 重量 個数

ー ー

35×56×34 10.50kg 30箱

グロス箱

ダンボール

20×22×7

奥行×幅×高さ（cm） 重量 個数

335g 12個

ピロー

縦×横×厚み（cm） 重量 個数

39×68×39 11.20kg 30箱

20.5×7.0×1.2 23g 12個

グロス箱

ダンボール

20×22×7

奥行×幅×高さ（cm） 重量 個数

365g 12個

ピロー

縦×横×厚み（cm） 重量 個数

39×68×39 12.24kg 30箱

20.5×7.0×1.2 24g 12個

品名：MEGA DOT
色：ナチュラル
潤滑剤：たっぷりジェル

激しめつぶつぶ付で刺激たっぷり！
先端もリアル形状で着け心地快適！
お客様に満足して頂きたいホテル様等に
ピッタリです。

グロス箱

ダンボール

23.5×19.6×6.4

奥行×幅×高さ（cm） 重量 個数

488g 144個

ピロー

縦×横×厚み（cm） 重量 個数

42×50×29 8kg 16箱

ー ー ー

指ドーム 200個入
大容量を求める方やホテル様、
風俗店様でのご使用に。

相手を想える
　あなたはカッコいい。

【サイズ内径※】 M⇒18mm ※内径とは指サックの輪の内部のサイズを指します。

200個入をご用意
しております。

Mサイズ限定

大容量パック

薄く丈夫で柔らかいデンマを中心とした大人のおもちゃ用
カバーです。 おもちゃに装着してプレイした後は「ポイッ」
と捨てるだけで後片付け楽チン！トイドームを使うだけで
面倒な掃除に労力を使う事なく、清潔に玩具を保てます。
1箱10個入りで個人ユースにピッタリ！

商品概要

1箱に144個入の業務用大容量パック。 お客様におもちゃ

をレンタルされているホテル様、風俗店様の後片付けを応

援します。 「ポイッ」と捨てるだけだから、拭き掃除等の時

間を短縮でき、お客様にも清潔 /安心感を与えられます。

商品概要

かつてないコンドーム自体に絵の
入ったこれぞ made in JAPAN
のユニークコンドーム。 海外の友
人へのプレゼントにもぴったりな
おもしろコンドーム。

商品概要

4 547691 803948


