
●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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⑲�NS�ペーパータオルホルダー�■タ1
ページコード 商品コード 価格
1-2332-1901 2954220 ￥800
49×87×H31
材質：ABS樹脂
取付方法：マグネット
荷重：1㎏
●�ペーパーが片手で切れるフリーサイズのペーパーホルダーです。

⑭�ぺーパータオルホルダー
ページコード 商品コード 価格
1-2332-1401 7253300 ￥4,760
φ160×H320
※�ペーパータオル（中）ロール専用です。

⑮�ボンヌ�木製��
ペーパータオルホルダー�■ｶ1

ページコード 商品コード 価格
1-2332-1501 1130500 ￥1,600
152×120×H310
材質：天然木

①�業務用�リードペーパー��
2ロール�� ■タ1

ページコード 1カット 商品コード 価格
特大 1-2332-0101 480×240 80枚 0118400 ￥1,600
大　 1-2332-0102 385×240 75枚 3711000 ￥1,250
中　 1-2332-0103 275×240 75枚 3710900 ￥900
小　 1-2332-0104 214×240 75枚 3710800 ￥710
材質：天然パルプ使用　厚さ：0.7～0.8㎜

②�業務用�リードペーパー��
箱入�70枚入��

ページコード 商品コード 価格
1-2332-0201 5898400 ￥500
1カット：275×240
材質：天然パルプ使用

■タ1

⑯�キッチンペーパーホルダー��
（吊下げタイプ）
ページコード 商品コード 価格
1-2332-1601 2295600 ￥900
190×125×H35　重量：120g
材質：�本体／ABS樹脂　金具／ステンレス鋼�

パッキン／ポリエチレン
●�アーム部がスライド式で18～28㎝のキッチンペーパー
に使用できます。
●�吊戸棚・シンク扉にはさんでネジを締めるだけで�
キズをつけずに簡単に着脱が可能です。

③�リードペーパー超厚手�
（40枚×2ロール）�中�■タ1
ページコード 商品コード 価格
1-2332-0301 0605070 ￥830
1カット：275×240
厚さ：1.3～1.4㎜
●�多用途で万能な通常のリードペーパーの吸収
力をさらにアップさせた調理用ペーパー

⑤�クレシア��
クッキングペーパー�NEO�� ■タ1

ページコード 1カット 商品コード 価格
M2ロール�80枚 1-2332-0501 265×240 0824310 ￥930
L�2ロール�75枚 1-2332-0502 380×240 0824410 ￥1,360
●�保鮮や調理（油きり・水切り・だしこし）に最適です。
●高密度パルプ不織布

⑥�キッチンペーパー�イイナ
　（90枚×2ロール）���� ■タ1

ページコード 1カット 商品コード 価格
大 1-2332-0601 375×240 6571510 ￥1,250
中 1-2332-0602 265×240 6571420 ￥1,000
●�天然パルプ不織布採用の「プロ仕様」
●�吸水・給油性に優れて、「包む」、「敷く」、「こす」、「拭く」�
など調理や鮮度保持に便利です。

⑦�リケンファブロ�ニュー�
クッキングペーパーソフト�
（80枚×2ロール）�� ■タ1
ページコード 1カット 商品コード 価格

大 1-2332-0701 380×240 7061620 ￥1,250
中 1-2332-0702 265×240 7061720 ￥840
材質：天然パルプ100%
●�吸水、吸油性に優れており、ボリューム感があって濡れても
大丈夫。

⑬�トウカイ��
ペーパーロール�
キャビネット�C型�■タ1

ページコード 商品コード 価格
1-2332-1301 3498600 ￥4,000
258×121×H127　1ロール
材質：アルミニウム

⑫�トウカイ�
フレッシュペーパーロール�
（24ロール入）��
ページコード 商品コード 価格
1-2332-1201 3498700 ￥12,700
230×40m
材質：天然パルプ
●揚げ物、肉、魚のドリップ吸収に最適です。

■タ1

⑪�トウカイ��
ペーパーラップ�
（100枚入）×12箱��■タ1
ページコード 商品コード 価格
1-2332-1101 3498800 ￥9,700
335×400
材質：パルプ100％
●�揚げ物、肉、魚のドリップ吸収に効果があり、
揚げ物の油きりに最適です。

⑨�キッチンペーパー��
Eタイプ�
120枚×2ロール

ページコード 商品コード 価格
1-2332-0901 7104700 ￥800
275×220
材質：純粋パルプ100％
２枚重ね厚手エンボスタイプ

⑩�フジ�ちょいふき�
キッチンペーパー��
（200枚入）�
ページコード 商品コード 価格
1-2332-1001 5997200 ￥330
220×230
材質：�バガス50％　バージンパルプ50％
●�フライパンの油拭きや調理器具のおそうじ、
少量の油こしなどに使用できます。
●�野菜の水切り、お肉、鮮魚の拭きとりにも使
用可能です。

ペーパータオルホルダー��■タ1
⑰K-556�吊戸棚用
ページコード 商品コード 価格
1-2332-1701 3944800 ￥1,100
195×125×H35
材質：�本体・アーム／ABS樹脂
支持金具／ステンレス鋼版
取付方法：ネジ止め
※�18～28㎝のペーパータオルに使えます。

⑱K-506��
ページコード 商品コード 価格
1-2332-1801 7867700 ￥900
145×115×H15
材質：�本体・アーム／ABS樹脂
すべり止め／ポリブタジエン
取付方法：マグネット

⑱

⑰

⑭

⑮

④�キッチンペーパー��
（80枚×2ロール）�
ページコード 1カット 商品コード 価格

大 1-2332-0401 380×240 1130890 ￥1,520
中 1-2332-0402 280×240 1130900 ￥1,200
小 1-2332-0403 215×240 1130910 ￥1,100
材質：天然パルプ
●厚手タイプでしっかり吸収します。

大 中

⑧�花王�CHEFたっぷり吸収��
（100枚×2ロール）�� ■ﾏ1
ページコード 1カット 商品コード 価格

L 1-2332-0801 390×240 0609620 ￥1,100
M 1-2332-0802 265×240 0609720 ￥750
材質：天然パルプ
●�肉や魚のドリップも1枚でたっぷり吸収でき経済的です。
●�密度の高い層が食材やお料理の水や油をすばやく吸収
できて作業の短縮になります。
●�肉や魚のドリップをしっかり保持、素材が乾燥せず、鮮度も
保持します。

L M



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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●�ピチットは、食品用半透膜（ポリビニルアルコールフィルム）の中に水あめ成分と昆布成分を入れたものです。
●�ピチットは、水あめの浸透圧と半透膜の分子選択性を利用した食品用脱水シートです。
●�水分（遊離水）や生臭み成分（アンモニア、トリメチルアミンなど）は、分子が小さいためピチットに吸収されます。
●�分子が大きい旨み成分（アミノ酸、核酸など）は、半透膜を透過できず素材（肉・魚）に残ります。
●�ピチットで浸透圧脱水することにより素材（肉・魚）の水っぽさ、生臭みが少なくなり、旨みが濃縮されます。

ピチット
の
特 長

⑮�マルチスーパー��
ドリップシート�さかなくん��
バット用�（50枚入）

ページコード 商品コード 価格
1-2333-1501 4398210 ￥2,000
350×250
●�不織布の2重構造でドリップを素早く吸収し逆戻りを防ぎます。
●�魚の切り身を包んでの冷蔵保存や冷凍解凍後の保鮮シートに
も最適です。

⑯�マルチスーパー��
ドリップシート�さかなくん��
ロールタイプ（50枚入）
ページコード 1カット 商品コード 価格

大 1-2333-1601 365×240 4398220 ￥2,100
中 1-2333-1602 275×240 4398230 ￥1,600
●�不織布の2重構造でドリップを素早く吸収し逆戻りを防ぎます。
●�魚の切り身を包んでの冷蔵保存や冷凍解凍後の保鮮シートに
も最適です。

⑧�ユニチャーム��
フレッシュマスター�
バット用（50枚入）白

ページコード 商品コード 価格
1-2333-0801 2860500 ￥2,400
250×350
材質：�PEフィルム＋エアレート・パルプ
●�吸収したドリップ戻りが少なく食材がベチャベ
チャになるのを防ぎます。
●�フィルムに通気性があり、食材本来の自然な
色見を保ちます。
●�表面にドリップを残さず雑菌の繁殖を抑制します。

⑪�クレシア�業務用��
生鮮食品保鮮紙�
フード専科�（2ロール入）�■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2333-1101 4039900 ￥560
230×38m
（1カット230㎜�165枚）
材質：天然パルプ100％
●�肉類の解凍時ドリップをしっかり吸収し鮮度を保持します。

③脱水シート�� ■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

ピチットレギュラー�（32枚ロール）1-2333-0301 250×350 4048210 ￥3,100
ピチットミニ　　　�（36枚ロール）1-2333-0302 180×250 8262800 ￥2,000
●�凍結時の組織破壊を抑え、冷凍保存中の冷凍焼けを防ぎます。
●�素材のネタロスが大幅に改善されます。

④�脱水シート�ピチットマイルド�（30枚ロール）�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格
1-2333-0401 6948300 ￥2,700
250×350
●�低吸収タイプなので脱水時間の管理の手間が省けます。

②�脱水シート�ピチットスーパー�（18枚ロール）�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格
1-2333-0201 4048660 ￥3,000
250×350
●「超高吸収タイプ」なので干物、燻製用や塩辛、漬け魚、パンチェッタ作りにも最適です。

⑩�キッチンペーパー��
プロのコックさん鮮用��
（150枚入）
ページコード 商品コード 価格

大 1-2333-1001 385×240 6842100 ￥2,500
中 1-2333-1002 275×240 6842000 ￥1,800
材質：パルプ・レーヨン
●�ジェット水流によって繊維を強く絡ませてありますので濡れ
ても丈夫です。
●�すばやく水を吸収して保湿しますので乾燥を防ぎます。

鮮度保持用調理シート�料理の達人��
65枚×2ロール（130枚入）�� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
⑬M�サイズ 1-2333-1301 275×15.6m 6942900 ￥2,750
⑭�L�サイズ 1-2333-1401 385×15.6m 6943000 ￥3,650
（1カット240㎜）
材質：�レーヨン＋セラミックファイバー
●�製法は、高圧水流で繊維（レーヨン繊維とセラミック繊維）を洗浄して、結合
し、高温乾燥されるので、極めて衛生的で安全なスパンレース不織布です。

⑭ ⑬

⑨プロ用�レッドキーパー�� ■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

大　��20枚入 1-2333-0901 500×350 6246300 ￥3,300
小　��32枚入 1-2333-0902 250×350 6201000 ￥3,300
ミニ��20枚入 1-2333-0903 180×250 4048670 ￥1,400
材質：ポリプロピレン・ポリエチレン不織布
〈特　長〉
�レッドキーパーは、素材の鮮やかな赤味を長期間保つ鮮度保持シートです。そ
のすぐれた機能によって、素材より発生するドリップを素早く吸収し、そのうえ
素材全体を適度な湿度に保ち酸化を抑制します。

⑦リード�吸水シート�� ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格

大 20枚入 1-2333-0701 500×340 8719700 ￥2,200
中 40枚入 1-2333-0702 250×340 8719800 ￥2,300
材質：�紙・パルプ・ポリエチレンフィルム貼合紙
●�魚や肉の余分なドリップを吸収し冷凍、解凍できます。

⑥シーピーラップ
ページコード 商品コード 価格
1-2333-0601 5898010 ￥1,400
幅:363×20m
厚さ：40μm
材質：紙にパラフィン（ろう）を含浸
●�冷蔵庫内の生鮮食品を包装すれば、�
水分の発散を防ぎます。� �
このラップには若干の通気性が有り、生
鮮食料品の呼吸作用を適度に抑制し
て、老化の促進を防ぎ鮮度を保ちます。
●他品の匂いの移行を防ぎます。

⑤�食肉用セロファン�ミートセロ�� ■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

250㎜角�1,000枚入 1-2333-0501 250×250 1141000 ￥13,800
300㎜角�2,000枚入 1-2333-0502 300×300 1141100 ￥33,500
400㎜角�1,000枚入 1-2333-0503 400×400 1141200 ￥30,500
600㎜角�1,000枚入 1-2333-0504 600×600 1141300 ￥67,800
材質：ニトロセルロース
●�高機能鮮度保持フィルムです。
●�空気中の酸素の透過量をコントロールして肉の鮮度・鮮赤色を保ちます。さらに表
面の水分活性を下げ細菌の繁殖を抑えます。

※�ディスペンサーボックス入り

①�ミートラッパー��
（2本入）�� ■ｻ4
ページコード 商品コード 価格
1-2333-0101 0944700 ￥44,000
11.2㎏〜11.4㎏×2ロール 
材質：レーヨン　幅：約550㎜
1ロールの長さ：約186〜190m
●��材質は抗菌効果のあるレーヨン製です。
●�枝肉などの保護、保鮮用です。
●食肉の輸送時のダメージから守ります。
※�ネット状で伸びる為、おおよそのサイズです。

保存、流通時の
食肉の保護・鮮度保持に

⑫�保鮮調理用�
キッチンタオル�
フレッシュクック

ページコード 商品コード 価格
1-2333-1201 4398200 ￥2,300
320×32m
（1カット320㎜�100枚）1ロール入
材質：天然パルプ100％
食品・添加物等の規格基準適合
●ミシン目入
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①�ドイリー�レースペーパー��
丸型�500枚入�

ページコード 商品コード 価格
� 4号 1-2334-0101 φ100 3715400 ￥1,250
� 5号 1-2334-0102 φ128 3715500 ￥1,400
� 6号 1-2334-0103 φ152 3715600 ￥1,900
� 7号 1-2334-0104 φ175 3715700 ￥2,400
� 8号 1-2334-0105 φ205 3715800 ￥3,200
� 9号 1-2334-0106 φ230 3715900 ￥3,800
10号 1-2334-0107 φ255 3716000 ￥4,300
11号 1-2334-0108 φ280 3716100 ￥5,100
12号 1-2334-0109 φ305 3716200 ￥6,200
13号 1-2334-0110 φ330 3716300 ￥8,200
14号 1-2334-0111 φ350 3716400 ￥9,000
15号 1-2334-0112 φ375 3716500 ￥11,600
16号 1-2334-0113 φ400 3716600 ￥14,000

②�ドイリー�レースペーパー�
小判型�500枚入�

ページコード 商品コード 価格
� 6号 1-2334-0201 155×125 3713200 ￥1,900
� 7号 1-2334-0202 180×130 3713300 ￥2,250
� 8号 1-2334-0203 200×145 3713400 ￥2,400
� 9号 1-2334-0204 235×165 3713500 ￥3,100
10号 1-2334-0205 250×180 3713600 ￥3,300
12号 1-2334-0206 310×216 3713700 ￥4,600
14号 1-2334-0207 350×240 3713800 ￥6,000
16号 1-2334-0208 400×280 3713900 ￥7,700
18号 1-2334-0209 450×305 3714000 ￥9,700
20号 1-2334-0210 505×355 3714100 ￥11,300
22号 1-2334-0211 550×380 3714200 ￥14,100

③�レースペーパー��
角型�300枚入

ページコード 商品コード 価格
大 1-2334-0301 480×330 8268900 ￥8,400
小 1-2334-0302 445×290 8269000 ￥7,200

①
②

③

⑦DX（100本入）
ページコード 全長 商品コード 価格

φ22㎜ 1-2334-0701 70 3711300 ￥2,200
φ26㎜ 1-2334-0702 70 3711400 ￥2,200

 

⑧DX手羽（100本入）
ページコード 全長 商品コード 価格

φ12㎜ 1-2334-0801 60 3711500 ￥1,800
φ15㎜ 1-2334-0802 60 3711600 ￥1,800

⑨手羽（150本入） 
ページコード 全長 商品コード 価格

φ12㎜ 1-2334-0901 50 3711700 ￥1,800
 

⑩ターキー花�2本組（10本入）
ページコード 全長 商品コード 価格

φ18㎜ 1-2334-1001 175 3712000 ￥8,800

チャップ花
チャップ花
⑪裸（20本入）シャモ

ページコード 商品コード 価格
1-2334-1101 φ17×160 5898800 ￥6,600

 
⑫1本結び（20本入）シャモ

ページコード 商品コード 価格
1-2334-1201 φ17×160 5898900 ￥8,600

⑬裸（20本入）ターキー
ページコード 商品コード 価格
1-2334-1301 φ18×170 5899000 ￥7,000

⑭1本結び（20本入）ターキー
ページコード 商品コード 価格
1-2334-1401 φ18×170 5899100 ￥9,000

⑮裸（6本入）ハム
ページコード 商品コード 価格
1-2334-1501 φ37×245 5899200 ￥3,700

⑯1本結び（6本入）ハム
ページコード 商品コード 価格
1-2334-1601 φ37×245 5899300 ￥4,800

⑤�ドイリー�レースペーパー��
丸型�銀�500枚入�

ページコード 商品コード 価格
� 5号 1-2334-0501 3716800 ￥2,900
� 6号 1-2334-0502 3716900 ￥5,000
� 7号 1-2334-0503 3717000 ￥7,000
� 8号 1-2334-0504 3717100 ￥10,000
� 9号 1-2334-0505 3717200 ￥12,500
10号 1-2334-0506 3717300 ￥15,000
11号 1-2334-0507 3717400 ￥17,500
12号 1-2334-0508 3717500 ￥21,500
13号 1-2334-0509 3717600 ￥25,500
14号 1-2334-0510 3717700 ￥27,500
15号 1-2334-0511 3717800 ￥31,500
※サイズは①を参照

⑥�ホワイトレースペーパー��
丸型�500枚入�16号�

ページコード 商品コード 価格
1-2334-0601 φ419 1117900 ￥9,100

④�レースペーパー�
白�丸型（50枚入）�

ページコード 商品コード 価格
� 3.5吋 1-2334-0401 φ 90 2502210 ￥125
� 4.0吋 1-2334-0402 φ100 2502220 ￥140
� 4.5吋 1-2334-0403 φ115 2502230 ￥160
� 5.5吋 1-2334-0404 φ140 2502240 ￥180
� 6.5吋 1-2334-0405 φ165 2502250 ￥200
� 7.5吋 1-2334-0406 φ190 2502260 ￥240
� 8.5吋 1-2334-0407 φ215 2502270 ￥280
� 9.5吋 1-2334-0408 φ240 2502280 ￥330
10.5吋 1-2334-0409 φ265 2502290 ￥390
11.5吋 1-2334-0410 φ290 2502300 ￥470
12.5吋 1-2334-0411 φ315 2502310 ￥540
13.5吋 1-2334-0412 φ340 2502320 ￥620
16.0吋 1-2334-0413 φ400 2502330 ￥800
材質：紙
●パン・製菓の敷紙として使用
●食品をおしゃれに演出

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑦ ⑧ ⑨

⑩



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。2335 バラン
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生バラン
ページコード 商品コード 価格

①三本杉型1号�1,000枚入 1-2335-0101   57×74 7865700 ￥500
②豆　　　　� �2,000枚入 1-2335-0201   55×37 7865800 ￥600
③海老型1号　�1,000枚入 1-2335-0301 125×60 7865900 ￥1,800
④松型1号　　�1,000枚入 1-2335-0401 125×60 7866000 ￥1,800
●生バランは黄色の線が等間隔に入っています。

① ②

③ ④
⑤ ⑥ ⑧⑦

�はさめるバラン��
はさみっ子（100枚入）�

ページコード 商品コード 価格
⑨白雲竜柄 1-2335-0901 1860600 ￥420
⑩山型緑　 1-2335-1001 1860610 ￥420
80×38×マチ30
材質：PET樹脂
● ふくろ型のバランになっているので、ちょっとしたおかずをプラ
スできます。

⑨ ⑩

バラン（1,000枚入）�
ページコード 商品コード 価格

⑤海老型1号 1-2335-0501 115×60 7866800 ￥1,700
⑥海老型2号 1-2335-0601 115×60 7866900 ￥1,700
●味覚をいっそう引き立てる海老型タイプ

ページコード 商品コード 価格
⑦松型1号 1-2335-0701 125×60 7867000 ￥1,800
⑧松型2号 1-2335-0801 120×60 7867100 ￥1,800
●本格派バランの松型タイプ

バラン
ページコード 商品コード 価格

⑪関所1号　�1,000枚入 1-2335-1101 57×  74 7866200 ￥420
⑫三本杉1号�1,000枚入 1-2335-1201 57×  74 7866300 ￥420
⑬豆　　　� �2,000枚入 1-2335-1301 55×  37 7866100 ￥500
●小さな仕切り対応

⑭L-1仕切型�1,000枚入 1-2335-1401 62×165 7866400 ￥1,000
●寿司、オードブルなどにご利用いただけます。

⑪ ⑫ ⑬

⑭

バラン�三枚笹�（1,000枚入）
ページコード 商品コード 価格

⑮大 1-2335-1501 117×114 7866500 ￥2,100
⑯中 1-2335-1601   90×  97 7866600 ￥1,400
⑰小 1-2335-1701   76×  67 7866700 ￥830
● 手軽に使える万能タイプの三枚笹

⑯ ⑰⑮

プリティフラワー
ページコード 商品コード 価格

㊱S-3Ｙ 黄寿付松竹梅 1-2335-3601 200入 7870100 ￥5,100
㊲S-3Ｗ 白寿付松竹梅 1-2335-3701 200入 7870200 ￥5,100
㊳S-13Ｙ 黄寿付梅 小 1-2335-3801 150入 7870600 ￥3,900
㊴S-13Ｗ 白寿付梅 小 1-2335-3901 150入 7870700 ￥3,900

プリティフラワー�ミニ菊
ページコード 商品コード 価格

㉜黄　　　　　 1-2335-3201 400入 7869700 ￥4,300
㉝ピンク　　　 1-2335-3301 400入 7869800 ￥4,300
㉞黄・ツートン 1-2335-3401 400入 7869900 ￥4,700
㉟ピンク・ツートン 1-2335-3501 400入 7870000 ￥4,700

バラン�笹�（1,000枚入）
ページコード 商品コード 価格

⑱大 1-2335-1801 195×57 7867200 ￥2,600
⑲中 1-2335-1901 157×47 7867300 ￥1,750
●料理に合わせてサイズが選べる笹型

�バラン�大葉�（500枚入）
ページコード 商品コード 価格

⑳大 1-2335-2001 108×82 7867400 ￥1,450
�小 1-2335-2101   83×68 7867500 ￥1,400
●刺身に必需品。しその葉タイプ

⑲⑱ ⑳ �

㉘天然笹葉（100枚入）
ページコード 商品コード 価格

5120�7S 1-2335-2801 約70〜80×約270 5282010 ￥1,700
5142�8S 1-2335-2802 約70〜90×約290 5282210 ￥1,700
5143�7L/8L 1-2335-2803 約70〜90×約310 5282110 ￥1,700
生笹ロング�（200枚入）1-2335-2804 約90×320 5582930 ￥1,800
※ 天然物につき、サイズが異なる場合がございます。

プリティフラワー�豆菊�
ページコード 商品コード 価格

㉙DY 1-2335-2901 1,000入 7869400 ￥6,200
㉚LY 1-2335-3001 1,000入 7869500 ￥6,200
㉛ピンク 1-2335-3101 1,000入 7869600 ￥6,200

㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟

プリティフラワー
ページコード 商品コード 価格

㊵S-5 上鶴付松竹梅 1-2335-4001 150入 7870300 ￥5,300
㊶S-6 白鶴付松竹梅 1-2335-4101 200入 7870400 ￥6,400
㊷S-12 梅 小　　　 1-2335-4201 200入 7870500 ￥4,600
㊸S-15 桃の花　　　 1-2335-4301 300入 7870800 ￥6,300

㊵ ㊶ ㊷ ㊸㊱ ㊳ ㊴㊲

ミリオンフィルムシート�（1,000枚入）�■ﾀ1�
ページコード 商品コード 価格

㉒DX松葉 1-2335-2201 90×120 1312090 ￥2,500
㉓エビ型 1-2335-2301 60×120 1312200 ￥1,700
㉔大葉型 1-2335-2401 85×  85 1312210 ￥1,950
㉕レタス 1-2335-2501 80×120 1312220 ￥1,950
㉖紅葉 1-2335-2601 85×  85 1312230 ￥1,950
㉗南天 1-2335-2701 85×  85 1312240 ￥2,350
材質：OPP
●バラン印刷されたフィルムシート
●食材同士の付着をなくします。

㉕

㉒

㉖

㉓

㉗

㉔



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。 2336ホイルケース・フィルムケース
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①

②
③

④⑤

⑥ ⑦
⑧ ⑨

①�アルミホイルケース��
浅型�（500枚包）

ページコード 底径 高さ 商品コード 価格
� 5号 1-2336-0101 35×18 3718000 ￥760
� 6号 1-2336-0102 40×20 3718100 ￥850
� 7号 1-2336-0103 45×22 3718200 ￥1,060
� 8号 1-2336-0104 50×25 3718300 ￥1,200
12号 1-2336-0105 65×41 3993300 ￥2,900
厚み：12ミクロン

②�アルミホイルケース�
深型（500枚包）

ページコード 底径 高さ 商品コード 価格
� 5号 1-2336-0201 35×20 3718400 ￥810
� 6号 1-2336-0202 40×25 3718500 ￥940
� 7号 1-2336-0203 45×27 3718600 ￥1,120
� 8号 1-2336-0204 50×30 3718700 ￥1,330
� 9号 1-2336-0205 54×31 3718800 ￥1,500
10号 1-2336-0206 55×36 3718900 ￥1,780
厚み：12ミクロン

③ アルミホイルケース�
小判Ｄ型�（500枚包）

ページコード 底径 高さ 商品コード 価格
1-2336-0301 （75×45）×22 3719000 ￥3,450

厚み：25ミクロン

④�アルミホイルケース�
四角型（500枚包）バラ�

ページコード 底径 高さ 商品コード 価格
1-2336-0401 40×25 3719100 ￥3,300

厚み：25ミクロン

アルミホイルケース
朝顔�（500枚包）

ページコード 底径 高さ 商品コード 価格
⑤大 1-2336-0501 44×23 3719200 ￥2,760
⑥小 1-2336-0601 29×30 3719300 ￥2,320
厚み：25ミクロン

アルミホイルケース
ひまわり�（100枚包）

ページコード 底径 高さ 商品コード 価格
⑦大 1-2336-0701 59×45 3719400 ￥1,480
⑧小 1-2336-0801 59×33 3719500 ￥1,020
厚み：25ミクロン

⑨ アルミホイルケース��
マドレーヌ�（500枚包）

ページコード 底径 高さ 商品コード 価格
1-2336-0901 78×21 3719600 ￥4,800

厚み：30ミクロン

⑩

⑪

⑫

オーブン、蒸し料理、電子レンジに
使えるクッキングペーパー

●両面シリコン加工で料理がくっつかない　●油や水が下に通りにくい
●蒸気を適度に通します。 ●耐熱温度は250℃（20分）

業務用�クックパー�紙カップ�250枚入�
材質：シリコン樹脂加工耐油紙

⑪�目玉焼
ページコード 底径 深さ 商品コード 価格
1-2336-1101 70×25 6984800 ￥1,400

■ﾃ1

⑫小判型
ページコード 底径（縦×横）深さ 商品コード 価格

大 1-2336-1201 125×75×30 6984900 ￥2,000
小 1-2336-1202  80×48×35 6985000 ￥1,800

■ﾃ1

⑩丸型�
ページコード 底径 深さ 商品コード 価格

� 5-A 1-2336-1001 33×19 6984300 ￥400
� 6-A 1-2336-1002 36×22 6984400 ￥550
� 7-A 1-2336-1003 40×25 6984500 ￥650
� 8-A 1-2336-1004 45×27 6984600 ￥850
12-A 1-2336-1005 60×30 6984700 ￥1,000

■ﾃ1

丸型深

丸型深

丸型ひまわり

小判型

正角

角

雲龍（白）⑱

イエロー⑮

パープル⑯ ピンク⑰

ホワイト⑬ グリーン⑭

ファイン・カップ�（500枚入）��
底径 高さ ⑬ホワイト ⑭グリーン ⑮イエロー ⑯パープル ⑰ピンク ⑱雲龍（白） 価格

丸型5号深� 30 23 1-2336-1301
5755050

1-2336-1401
5755060

1-2336-1501
5755070

1-2336-1601
5755080

1-2336-1701
5755090

1-2336-1801
5755100 ￥850

丸型6号深 40 25 1-2336-1302
5755110

1-2336-1402
5755120

1-2336-1502
5755130

1-2336-1602
5755140

1-2336-1702
5755150

1-2336-1802
5755160 ￥1,200

丸型7号深 42 29 1-2336-1303
5755170

1-2336-1403
5755180

1-2336-1503
5755190

1-2336-1603
5755200

1-2336-1703
5755210

1-2336-1803
5755220 ￥1,400

丸型8号深 48 31 1-2336-1304
5755230

1-2336-1404
5755240

1-2336-1504
5755250

1-2336-1604
5755260

1-2336-1704
5755270

1-2336-1804
5755280 ￥1,500

材質：PET　耐熱温度：180℃　厚み：40ミクロン

ココ・ケース（500枚入）��
底径 高さ ㉒赤 ㉓黄 ㉔緑 価格

丸型� 5号深 φ30 23 1-2336-2201
5754600

1-2336-2301
5754610

1-2336-2401
5754620 ￥900

丸型� 6号深 φ40 25 1-2336-2202
5754630

1-2336-2302
5754640

1-2336-2402
5754650 ￥1,250

丸型� 7号深 φ42 29 1-2336-2203
5754660

1-2336-2303
5754670

1-2336-2403
5754680 ￥1,500

丸型� 8号深 φ48 31 1-2336-2204
5754690

1-2336-2304
5754700

1-2336-2404
5754710 ￥1,850

丸型� 9号深 φ55 30 1-2336-2205
5754720

1-2336-2305
5754730

1-2336-2405
5754740 ￥2,000

丸型10号深 φ55 36 1-2336-2206
5754750

1-2336-2306
5754760

1-2336-2406
5754770 ￥2,550

丸型ひまわり小 φ58 33 1-2336-2207
5754780

1-2336-2307
5754790

1-2336-2407
5754800 ￥2,000

丸型ひまわり大 φ58 40 1-2336-2208
5754810

1-2336-2308
5754820

1-2336-2408
5754830 ￥2,350

小判型� 7号 65×30 30 1-2336-2209
5754840

1-2336-2309
5754850

1-2336-2409
5754860 ￥1,450

小判型� 8号 70×40 30 1-2336-2210
5754870

1-2336-2310
5754880

1-2336-2410
5754890 ￥1,750

小判型� 9号 70×45 30 1-2336-2211
5754900

1-2336-2311
5754910

1-2336-2411
5754920 ￥1,950

小判型10号 98×60 30 1-2336-2212
5754930

1-2336-2312
5754940

1-2336-2412
5754950 ￥2,400

正角 60×60 30 1-2336-2213
5754960

1-2336-2313
5754970

1-2336-2413
5754980 ￥2,000

角大 70×50 30 1-2336-2214
5754990

1-2336-2314
5755000

1-2336-2414
5755010 ￥2,100

角特大 85×55 30 1-2336-2215
5755020

1-2336-2315
5755030

1-2336-2415
5755040 ￥2,200

材質：紙＋PET　耐熱温度：180℃　厚み：70ミクロン

㉑�PETフィルムケース��
透明（500枚入）

ページコード 底径 高さ 商品コード 価格
5F 1-2336-2101 35 20 4039760 ￥1,540
6F 1-2336-2102 40 25 4039770 ￥1,780
耐熱温度：220℃　厚み：24ミクロン

PETフイルムケース（500枚入）�
 底径    高さ ⑲レタス ⑳ホワイト 価格

5F φ35×H20 1-2336-19010922700
1-2336-2001
0923100 ￥1,650

6A φ40×H20 1-2336-19020922800
1-2336-2002
0923200 ￥1,800

耐熱温度：220℃　厚み：24ミクロン

⑲ ⑳

ココ・ケース（500枚入）�
底径 高さ �さる �ねこ 価格

丸型4号深 φ28 21 1-2336-2501
1026840

1-2336-2601
1026850 ￥1,050

丸型5号深 φ30 23 1-2336-2502
1026860

1-2336-2602
1026870 ￥1,100

丸型6号深 φ40 25 1-2336-2503
1026880

1-2336-2603
1026890 ￥1,300

丸型7号深 φ42 29 1-2336-2504
1026900

1-2336-2604
1026910 ￥1,550

材質：紙＋PET　耐熱温度：180℃　厚み：70ミクロン

お子様用弁当に！

� �



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。2337 プラカップ・タレ容器
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⑫�プラカップ�青海波�
長角型�TZ-4（500枚入）�■ｶ1

ページコード 商品コード 価格
1-2337-1201 5782400 ￥2,900
88×68×H25
材質：強化ポリスチレン
厚さ：0.15㎜
耐熱温度：90℃

⑪�プラカップ�ぶどう�
レモン型�TZ-3（500枚入）�■ｶ1

ページコード 商品コード 価格
1-2337-1101 5782300 ￥3,450
78×98×H25
材質：強化ポリスチレン
厚さ：0.15㎜
耐熱温度：90℃

わさび皿（500枚入）�
ページコード 商品コード 価格

㉙菊�黄 1-2337-2901 7870900 ￥1,000
㉚菊�オレンジ 1-2337-3001 7871000 ￥1,000
㉛花�オレンジ 1-2337-3101 7871100 ￥1,000
㉜花�ピンク 1-2337-3201 7871200 ￥1,000
φ31

㉙ ㉚ ㉛ ㉜

⑲⑱

㉓
⑳ ㉑

㉒

㉘
㉗㉖

㉔
㉕

① ② ③

④ ⑤

⑥オーロラカップ�
ページコード 外寸 商品コード 価格

M33-549 1-2337-0601 φ  60 500枚入 7274500 ￥2,400
M33-550 1-2337-0602 φ  75 500枚入 3273000 ￥2,800
M33-551 1-2337-0603 φ  95 500枚入 3272900 ￥3,600
M33-552 1-2337-0604 φ115 500枚入 7274600 ￥4,800
M33-553 1-2337-0605 φ150 200枚入 7274700 ￥4,200
材質：ポリエステル（PET）にラミネート加工

⑰�プラカップ�朝顔�FZ-3�
（300枚入）�
ページコード 商品コード 価格
1-2337-1701 5783000 ￥1,750
φ70×H26
材質：強化ポリスチレン
厚さ：0.175㎜
耐熱温度：90℃

■ｶ1
⑯�プラカップ�笹�FZ-2�
（300枚入）� ■ｶ1
ページコード 商品コード 価格
1-2337-1601 5782900 ￥1,750
φ70×H26
材質：強化ポリスチレン
厚さ：0.175㎜
耐熱温度：90℃

⑮�プラカップ�水仙�FZ-1�
（300枚入）�
ページコード 商品コード 価格
1-2337-1501 5782800 ￥1,750
φ70×H26
材質：強化ポリスチレン
厚さ：0.175㎜
耐熱温度：90℃

■ｶ1

⑩�プラカップ�赤絵�
三角コーナー�TZ-2（500枚入）�■ｶ1

ページコード 商品コード 価格
1-2337-1001 5782200 ￥2,400
63×65×H25
材質：強化ポリスチレン
厚さ：0.15㎜
耐熱温度：90℃

⑨�プラカップ�網目�青�
丸型�TZ-1（500枚入）�■ｶ1

ページコード 商品コード 価格
1-2337-0901 5782000 ￥2,400
φ70×H25
材質：強化ポリスチレン
厚さ：0.15㎜
耐熱温度：90℃

�紙ケースカラー（500枚入）
 底径    高さ ⑦チェック緑 ⑧チェック赤 価格

5号 深口 φ35×H20 1-2337-07012860010
1-2337-0801
2860020 ￥1,500

6号 深口 φ40×H25 1-2337-07022860110
1-2337-0802
2860120 ￥1,800

●耐水耐油に優れ、電子レンジ加熱に最適です。

⑧⑦

⑬�プラカップ�角型��
TZ-5（500枚入）�赤�絵�■ｶ1

ページコード 商品コード 価格
1-2337-1301 5782500 ￥3,700
90×90×H25
材質：強化ポリスチレン
厚さ：0.15㎜
耐熱温度：90℃

⑭�プラカップ�角型��
TZ-5（500枚入）�白�大�■ｶ1

ページコード 商品コード 価格
1-2337-1401 5782600 ￥3,000
90×90×H25
材質：強化ポリスチレン
厚さ：0.15㎜
耐熱温度：90℃

金箔カップ（500枚入）
ページコード 外寸 商品コード 価格

①青 M33-565 1-2337-0101 φ95 5471600 ￥4,500
　　�M33-564 1-2337-0102 φ75 5471700 ￥3,500
②紫 M33-571 1-2337-0201 φ95 5471800 ￥4,500
　　�M33-570 1-2337-0202 φ75 5471900 ￥3,500
③桃 M33-559 1-2337-0301 φ95 5472000 ￥4,500
　　�M33-558 1-2337-0302 φ75 5472100 ￥3,500
④白 M33-556 1-2337-0401 φ95 5472200 ￥4,500
　　�M33-555 1-2337-0402 φ75 5472300 ￥3,500
⑤黄�M33-568 1-2337-0501 φ95 5472400 ￥4,500
　　�M33-567 1-2337-0502 φ75 5472500 ￥3,500
材質： 和紙とポリエステル（PET）の張り合わせにラミネート加工
● 珍味・薬味入れとして、また松花堂のパーツとしてご使用いただけます。

ポリタレ容器
ページコード 容量 商品コード 価格

角 ⑱15R 1-2337-1801 100入 14.8㏄ 7868410 ￥1,250
⑲小R 1-2337-1901 200入   5.5㏄ 7868510 ￥1,350

角 ⑳大R 1-2337-2001 100入    32㏄ 7868610 ￥2,200
㉑OT-50R 1-2337-2101 100入    51㏄ 7868710 ￥3,000
㉒80R 1-2337-2201   50入    82㏄ 7868820 ￥2,400
㉓OT-100R 1-2337-2301   50入  102㏄ 7868920 ￥2,200

ビン ㉔大C-13R 1-2337-2401 100入    10㏄ 7869020 ￥850
㉕小R 1-2337-2501 200入      4㏄ 7869110 ￥1,400

タイ ㉖大C-5R 1-2337-2601 500入   2.5㏄ 7868310 ￥2,400
ブタ広ロ ㉗R 1-2337-2701 200入   8.5㏄ 7869210 ￥1,650
寿司 ㉘ 1-2337-2801 500入   2.4㏄ 7869300 ￥2,500
材質：ポリエチレン



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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⑲�スマイル楊枝��
SY-500B�（500本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2338-1901 7621100 ￥740
全長：約65
材質：�穀物澱粉100％�
（とうもろこし、さつまいも、じゃがいも）

●�穀物100％だから安心
●��家畜用飼料としてリサイクル
●�使い捨てても素早く自然分解

㉑たこ焼楊枝�1kg
ページコード 商品コード 価格
1-2338-2101 8226400 ￥2,400
φ2.5×80（1㎏ 約3,800本入）
材質：白樺
●�たこ焼が取り易いように先にすべり止め
が付いています。

③�御楊枝袋入�
妻楊枝�（1,000本入）�

ページコード 商品コード 価格
1-2338-0301 3713010 ￥650
全長：約60

④�透明無地袋入�
妻楊枝�（1,000本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2338-0401 3713020 ￥650
全長：約60

②�Tooth�Pick袋入�
妻楊枝�（1,000本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2338-0201 3713000 ￥650
全長：約60

⑳�ポリ完封香り付楊枝��
（1000本入）�ミント�
ページコード 商品コード 価格
1-2338-2001 0826700 ￥2,500
全長：約65
●�先端に香りの付いた楊枝。
　食後のお口直しに。

黒文字楊枝
ページコード 商品コード 価格

⑯� �6㎝�180本パック入 1-2338-1601 7007110 ￥980
⑰7.5㎝�100本ポリ袋入 1-2338-1701 7007200 ￥840
⑱� �9㎝�100本ポリ袋入 1-2338-1801 7007300 ￥900

⑰ ⑱⑯

⑤�容器入�妻楊枝30号（30パック入）
ページコード 商品コード 価格
1-2338-0501 3713100 ￥3,200
全長：約60
※1パック約245本入×30パック��

⑧�フラワースティック�
（100本入）
ページコード 商品コード 価格
1-2338-0801 0827200 ￥1,480
全長：90��

楊枝チャップ�ミニ��（100本入）
ページコード 全長 商品コード 価格

⑥色込み　 1-2338-0601 約90 3712700 ￥1,000
⑦ホワイト 1-2338-0701 約90 3712600 ￥1,000

⑥ ⑦

竹製�ビーズピックス�（50本入）�
⑨レッド ⑩ブルー ⑪ピンク ⑫クリア ⑬グリーン 価格

7㎝ 1-2338-0901
1534110

1-2338-1001
1534120

1-2338-1101
1534130

1-2338-1201
1534140

1-2338-1301
1534150 ￥750

9㎝ 1-2338-0902
1534160

1-2338-1002
1534170

1-2338-1102
1534180

1-2338-1202
1534190

1-2338-1302
1534800 ￥900

玉約6　串約1.7
材質：玉／アクリル
●カラフルなビーズ玉をあしらった飾り串です。パーティーでのオードブルに彩を添えます。

⑨ ⑪⑩ ⑫ ⑬

竹製�南天串�赤/黒�（10本入）
ページコード �串径����長さ 商品コード 価格

⑭06168 1-2338-1401 φ1.7×90 6949300 ￥150
⑮06170� 1-2338-1501 φ1.7×70 1534100 ￥150

①�ピンチョス�楊枝（1000本入）�
ページコード 商品コード 価格

65×4 1-2338-0101 6845500 ￥680
80×5 1-2338-0102 6845510 ￥830
材質：白樺材
●�この楊枝は日本の楊枝に比べてひらべったく木の葉型になっています。
●�スペイン料理、ピンチョス料理に使われています。



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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⑩�竹�松葉串�細�80㎜��
（100本入）18-901
ページコード 商品コード 価格
1-2339-1001 5413100 ￥950

③竹�田楽串�（100本入）
ページコード 商品コード 価格

� 90㎜ 1-2339-0301 5415800 ￥4,000
120㎜ 1-2339-0302 5415900 ￥4,200
140㎜ 1-2339-0303 2057100 ￥4,300
170㎜ 1-2339-0304 2057200 ￥4,400

④�竹�田楽串�（並）�（100本入）
ページコード 商品コード 価格

100㎜ 1-2339-0401 8758900 ￥760
120㎜ 1-2339-0402 8759000 ￥830
150㎜ 1-2339-0403 8759100 ￥930
180㎜ 1-2339-0404 8759200 ￥1,000

⑧�竹�鉄扇串�（100本入）��
90㎜�（青）�

ページコード 商品コード 価格
1-2339-0801 5412900 ￥2,100

⑨�竹�鉄扇串�（100本入）��
100㎜�（茶）�

ページコード 商品コード 価格
1-2339-0901 5413000 ￥2,100

②�竹�のし串�（100本入）�茶�
ページコード 商品コード 価格

60㎜ 1-2339-0201 2501050 ￥1,000
90㎜ 1-2339-0202 2501060 ￥1,000
巾：約1.3㎜
●�結び部分が熨斗に見えるところから、のし串と呼ばれています。
●�祝い事にもよく使われ、縁起の良い串とされてます。
●�オードブルなどの演出用の串として食材を引き立てます。

⑥�竹�松葉串（100本入）�
ページコード 商品コード 価格

� 50㎜ 1-2339-0601 2501070 ￥650
� 70㎜ 1-2339-0602 5416000 ￥780
� 90㎜ 1-2339-0603 2057600 ￥780
100㎜ 1-2339-0604 2057700 ￥780
120㎜ 1-2339-0605 5416100 ￥860
180㎜ 1-2339-0606 2501080 ￥1,100
210㎜ 1-2339-0607 2501090 ￥1,300
●松の葉を連想させる繊細な竹串です。
●二又に串先を分けて突き刺すことで見映えします。
●創作料理などにも上質な雰囲気を醸し出します。

⑤�竹�鉄砲串�（100本入）
ページコード 商品コード 価格

� 90㎜ 1-2339-0501 2057500 ￥600
120㎜ 1-2339-0502 2057400 ￥600
150㎜ 1-2339-0503 2057300 ￥600
180㎜ 1-2339-0504 1534810 ￥500
210㎜ 1-2339-0505 1534820 ￥600
●�鉄砲のようなカタチからそう呼ばれる串です。�
持ちやすく、料理から菓子まで幅広い用途に対応
します。

①�竹�のし串�（100本入）
ページコード 商品コード 価格

60㎜ 1-2339-0101 7443400 ￥1,000
90㎜ 1-2339-0102 4499700 ￥1,000

⑦�身竹フォーク�06044�
（50本入）
ページコード 商品コード 価格
1-2339-0701 6949100 ￥170
サイズ：90×幅6



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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ピンチョス� ■タ1
ページコード 商品コード 価格

②ロング　 ホワイト 180㎜�（350本入）1-2340-0201 6766400 ￥7,700
③ロング　 ブラック 180㎜�（350本入）1-2340-0301 6766500 ￥7,700
④ショート ホワイト  90㎜�（425本入）1-2340-0401 6766600 ￥6,800
⑤ショート ブラック  90㎜�（425本入）1-2340-0501 6766700 ￥6,800
材質：ポリスチレン
耐熱温度：−15℃〜80℃

②

④

③
⑤

㉕�PC�海洋��
ピックス�20本入

ページコード 商品コード 価格
1-2340-2501 5684200 ￥260

全長：87 

㉖�PC�チビッコ��
ピックス�25本入�

ページコード 商品コード 価格
1-2340-2601 5684300 ￥260

全長：65 
※ ぞう、りす、らいおん、うさぎ、パンダの5種

類入

㉔�パーティーピックス��
AL-93�20本入  

ページコード 商品コード 価格
1-2340-2401 1165900 ￥160

全長：95　
材質：ポリスチレン
※色込み

■ｻ1
㉒�ジョイピックス��
（25本入）�Y-106

ページコード 商品コード 価格
1-2340-2201 0827100 ￥220

全長：85
材質：ポリスチレン
※色込み

㉓�カラーピックス��
AL-92�30本入  ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2340-2301 1165800 ￥120

全長：65　
材質：ポリスチレン
※色込み

⑫ ⑬ ⑭
ピックス�（200本入）� ■ｻ1

ページコード 長さ 商品コード 価格
⑫G-006 サッカーボール 1-2340-1201 60 4984060 ￥2,400
⑬G-007 ベースボール 1-2340-1301 60 4984070 ￥2,400
⑭G-008 ゴルフボール 1-2340-1401 60 4984080 ￥2,400
材質：PS（ポリスチレン）クローム蒸着
耐熱温度：−10℃〜70℃

ピックス�（200本入）� ■ｻ1
ページコード 長さ 商品コード 価格

⑨G-001-L サーベル80 1-2340-0901 80 4984020 ￥2,800
⑩G-001-M サーベル60 1-2340-1001 60 4984030 ￥2,400
⑪G-002-L ピン80 1-2340-1101 80 4984040 ￥2,800
材質：PS（ポリスチレン）クローム蒸着
耐熱温度：−10℃〜70℃

⑨ ⑩ ⑪

超軽量プラシルバー カトラリー＆テーブルウェア

⑮�PC�カクテルピック���
サーベル型�150本入�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2340-1501 4452200 ￥860

全長：80 

㉑�ランチピックス��
（25本入）�Y-102

ページコード 商品コード 価格
1-2340-2101 0826900 ￥180

全長：60 
材質：ポリスチレン
※色込み

⑳�花楊枝��
（シルク製�100本入）�バラ

ページコード 商品コード 価格
1-2340-2001 5899700 ￥10,800

全長：約110

フラワーピック�（50本入）�� ■タ1
ページコード 商品コード 価格

⑯＃301�赤 1-2340-1601 1918700 ￥2,400
⑰＃302�紫 1-2340-1701 1918810 ￥2,400
⑱＃308�ピンク 1-2340-1801 1918900 ￥2,400
⑲ミックス 1-2340-1901 1919310 ￥2,500

⑯ ⑲
⑰ ⑱

⑧�ソリア��
シルバーピック�（200入）�
VO10204�

ページコード 商品コード 価格
1-2340-0801 5336200 ￥6,400

全長：70
材質：ポリスチレン（アルミコーティング）
耐熱温度：−18〜70℃

■タ1

⑦�ソリア�ピック�（200入）��
ゴールド�VO10105�

ページコード 商品コード 価格
1-2340-0701 1029870 ￥4,000�

全長：90
材質：ポリスチレン（メタルコーティング）
耐熱温度：−18〜70℃

■タ1
⑥�ソリア��
クリスタルピック�（1,000入）�
クリア�VO10100�

ページコード 商品コード 価格
1-2340-0601 5336100 ￥6,000

全長：90
材質：ポリスチレン
耐熱温度：−18〜70℃

■タ1

ソリア①�純チタンつまようじ� ■ﾅ2�
ページコード 商品コード 価格

TP-901 1-2340-0101 1301130 ￥3,000
全長：95
材質：チタン
付属品：ビニールサック
●純チタン製のつまようじです。
●ソースデザインやラテアートなどでも活躍します。



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。2341 使い捨て容器
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竹モールド容器
●�「竹」が持つ保存性、抗菌作用、脱臭作用を素材とした環境対応容器になります。
●燃えるゴミとして処理できます。

⑦丸皿�（25枚入）�
ページコード 商品コード 価格

18㎝ 1-2341-0701 φ180×H20 2683100 ￥1,250
22㎝ 1-2341-0702 φ220×H20 2683200 ￥1,300

⑧角皿�（25枚入）�
ページコード 商品コード 価格

16㎝ 1-2341-0801 160×160×H12 2683500 ￥1,000
21㎝ 1-2341-0802 210×210×H12 2683600 ￥1,400

木製ならではの風合いが料理の魅力を引き立てます

①�ココおり�（50枚入）�� ■ﾀ1
ページコード 重量 商品コード 価格

1合用�本体� 1-2341-0101 115×160×H35 10g 1195200 ￥6,070
1合用�蓋　 1-2341-0102 115×160×H15 20g 1195210 ￥2,800
1合半用�本体 1-2341-0103 120×195×H40 10g 1195220 ￥6,390
1合半用�蓋　 1-2341-0104 120×195×H15 20g 1195230 ￥3,290
材質：ファルカタ材
●表面にグラシンが貼り合わせてあり、水分にも強い万能容器です。

1合用

②�ココおり�（50枚入）�� ■ﾀ1
ページコード 重量 商品コード 価格

和菓子6個用�本体 1-2341-0201 125×185×H45 20g 1195240 ￥5,760
和菓子6個用�蓋　 1-2341-0202 125×185×H15 30g 1195250 ￥3,050
7寸用�本体　 1-2341-0203 110×185×H35 20g 1195260 ￥5,920
7寸用�本体蓋 1-2341-0204 110×185×H15 30g 1195270 ￥2,970
材質：ファルカタ材
●表面にグラシンが貼り合わせてあり、水分にも強い万能容器です。

7寸用

③�ココまる�（25枚入）�� ■ﾀ1
ページコード 重量 商品コード 価格

本体�FLR-03B 1-2341-0301 φ175×H45 15g 1195280 ￥3,680
共蓋�FLR-03K 1-2341-0302 φ180×H15 15g 1195290 ￥3,160
本体�FLR-01B 1-2341-0303 φ150×H45 15g 1196700 ￥3,420
共蓋�FLR-01K 1-2341-0304 φ160×H15 15g 1196710 ￥3,040
材質：ファルカタ材
●表面にグラシンが貼り合わせてあり、水分にも強い万能容器です。

FLR-03

④��ココまる�（25枚入）�� ■ﾀ1
ページコード 重量 商品コード 価格

本体�FLR-05B 1-2341-0401 φ130×H45 20g 1196720 ￥2,720
共蓋�FLR-05K 1-2341-0402 φ135×H15 20g 1196730 ￥2,170
本体�FLR-146B�BG 1-2341-0403 φ140×H30 20g 1196740 ￥2,220
共蓋�FLR-146K�BG 1-2341-0404 φ145×H15 20g 1196750 ￥2,160
材質：ファルカタ材
●表面にグラシンが貼り合わせてあり、水分にも強い万能容器です。

FLR-146

⑤�ソリア�ランチボックス��
1000㎖�（100入）�ES32300�■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2341-0501 7377300 ￥17,000
外寸：205×150×H75
材質：紙、ポリエチレン　耐熱温度：−18〜70℃
※内側は白色となります。
※�ストラップの色は変更になる可能性がございますので予め
ご了承ください。

⑥経木ワッパ（10入）
ページコード 商品コード 価格

丸10 1-2341-0601 φ100×H50 5253600 ￥3,600
丸12 1-2341-0602 φ120×H50 5253700 ￥4,100
丸14 1-2341-0603 φ140×H50 5253800 ￥5,500
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2342

⑨�ランチボックス�未晒�（25枚入）�
ページコード 商品コード 価格
1-2342-0901 1164450 ￥3,800
外寸：200×145×H60
材質：特殊耐油紙
●�段積みできる未晒ランチボックスです。
●�フタを閉めた状態で積み重ねても安定感のある形状です。
●�耐水・耐油性に優れた特殊紙を使用し、直接食品を入れても
安全です。

⑦�ボウル�蓋付�（20入）��■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格

BB-18 1-2342-0701 1250230 ￥1,800
サイズ：�本体／φ180×H76�

フタ／φ185×H12

エコバンブー 竹素材でできた埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。
水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。

「エコバンブー」って何？？
農薬や化学肥料が使われずに自然に自生している竹が原料です。
竹は3～5年で成長し、伐採後も次 と々新しい芽が出てくることから、持続して活用することのできる環境にやさしい資源と言われています。
その竹を原料にしたパルプを成型して作られています。ベージュに近いナチュラルな色、風合いも魅力です。生分解性のため、埋めれば土に還ります。

⑧�トレー（20入）� ■ﾀ1 �
ページコード サイズ 商品コード 価格

BT5-26�5仕切 1-2342-0801 266×215×H27 1250240 ￥1,200
BT6-26�6仕切 1-2342-0802 266×266×H27 1250250 ￥1,800

BT5-26�5仕切 BT6-26�6仕切

盛り付けが簡単に華やぐ仕切りの多いトレイ。
ランチプレートとして大活躍。

折蓋式のフードパック。
高さもあるのでボリューム感のある盛りつけもOK!

�フードパック（20入）��
ページコード サイズ 商品コード 価格

①BFD-15 1-2342-0101 152×152×H76 1250260 ￥1,000
②BFD-20 1-2342-0201 203×203×H76 1250270 ￥1,600
③BFD-22 1-2342-0301 228×152×H68 1250280 ￥1,200
④BFD3-20 1-2342-0401 203×221×H76 1250290 ￥1,500
⑤BFD3-22 1-2342-0501 228×228×H76 1250300 ￥1,800
⑥BFD3-23 1-2342-0601 230×156×H81 1250310 ￥1,400

■ﾀ1

①

④ ⑤ ⑥

②
③

⑩�ネオクラフト�スナックBOX（20入）�� ■ﾀ1
ページコード � 天面� 底面� 高さ 商品コード 価格

S 1-2342-1001 （135×� 95）・（120×� 80）×H50 1250170 ￥1,220
M 1-2342-1002 （200×140）・（180×120）×H50 1250180 ￥1,540
ML 1-2342-1003 （210×180）・（190×160）×H55 1250190 ￥1,700
L 1-2342-1004 （270×165）・（250×150）×H50 1250200 ￥1,840
材質：未晒クラフト紙＋内側耐油加工

スナックフードや揚げ物などにおすすめ！
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イベント・テイクアウト・試食など…手軽にどうぞ。■パルプモールドについて
パルプモールドは、多年草で収穫の早いあし（リード）やケナフといった非木材原料を使っ
て作られています。リサイクルに適しており、特に土に還りやすい素材ですので焼却や廃
棄に関しても安心してお使いいただけます。「燃やせるゴミ」は消費者の負担感もなく、テ
イクアウトやファーストフードの世界では特にこれから主流となる容器です。

〈パルプモールドの特長〉
１）電子レンジ対応が可能です。
２）非木材原料ですので森林保護に貢献します。
３）焼却してもダイオキシンなどの有害ガスが発生しません。
４）環境ホルモンの心配のない自然素材です。

⑭�紙皿（100枚入）�
シルバープレート

ページコード 商品コード 価格
6号 1-2343-1401 145 7524500 ￥2,400
7号 1-2343-1402 180 7524600 ￥3,100
8号 1-2343-1403 200 7524700 ￥4,400
9号 1-2343-1404 230 7524800 ￥4,900
材質：紙

⑮フードボール�（50枚入）
ページコード 商品コード 価格

280㏄ T280-A 1-2343-1501 φ130×H35 7525700 ￥1,400
450㏄ 155SW 1-2343-1502 φ150×H33 7525800 ￥1,700
材質：紙

クリーントレー（100枚入）
ページコード 商品コード 価格

⑯1号 1-2343-1601 100×165×H15 7814700 ￥1,440
⑰2号 1-2343-1701 103×195×H15 7814800 ￥1,600
⑱5号 1-2343-1801 130×220×H15 7815100 ￥2,100
材質：ケナフ

⑯ ⑰ ⑱

④②① ③

パルプモールド容器（50枚入）��
ページコード 商品コード 価格

①椀 MM-031 1-2343-0101    　 φ160×H35 7834300 ￥1,500
②どんぶり MD-3 中 1-2343-0201 600㏄ φ155×H53 7835000 ￥1,850

MD-7 小 1-2343-0202 250㏄ φ113×H44 7834900 ￥900
③プレート三仕切 MM-1 1-2343-0301 φ260×H20 7834400 ￥2,700
④プレート MM-8 15㎝ 1-2343-0401 φ156×H12 7834800 ￥780

MM-7 18㎝ 1-2343-0402 φ184×H15 7834700 ￥1,550
MM-6 21㎝ 1-2343-0403 φ210×H18 7834600 ￥1,700

⑤�パルプモールドパック�（50枚入）�
ページコード 内寸 商品コード 価格

大 MP-1 1-2343-0501 184×129×H44 6607720 ￥2,700
小 MP-2 1-2343-0502 170×125×H32 6607730 ￥1,950

パルプモールドカレー容器��
（仕切無）（50枚入）�

ページコード 内寸 商品コード 価格
⑧本体　　 MZ-1� 1-2343-0801 230×148×H52 6607760 ￥3,200
⑨専用共蓋 MZ-1F 1-2343-0901 200×140×H17 6607770 ￥2,600

⑧ ⑨
パルプモールドカレー容器��
（仕切付）�（50枚入）

ページコード 内寸 商品コード 価格
⑥本体　　 MZ-2 1-2343-0601 250×160×H46 6607740 ￥3,400
⑦専用共蓋 MZ-2F 1-2343-0701 252×160×H20 6607750 ￥2,600

⑥ ⑦

⑩丈夫な紙皿�
ページコード 商品コード 価格

17㎝�（10枚入）�WB-32� 1-2343-1001 φ170×H14 1245500 ￥220
22㎝�（� 5枚入）�WB-33� 1-2343-1002 φ220×H18 1245600 ￥220
26㎝�（� 4枚入）�WB-34� 1-2343-1003 φ260×H20 1245700 ￥220

⑪�丈夫な紙ボール�19㎝�（4枚入）�WB-35�
ページコード 商品コード 価格
1-2343-1101 1245800 ￥220

φ190×H42
材質： バージンパルプ（表面耐水・耐油加工）
●水や油に強い丈夫な紙ボールです。

⑩

⑫フードパック（100枚入）
ページコード  外寸 蓋高さ 商品コード 価格

F-1-B 1-2343-1201 190×126×H30（10） 5535990 ￥1,250
F-2-B 1-2343-1202 168×100×H30（10） 5536000 ￥1,150
F-3-B 1-2343-1203 122× 98×H31（ 7） 5536010 ￥1,050
F-7-B 1-2343-1204 221×140×H30（15） 5536020 ￥2,600
材質：OPS　耐熱温度：80℃

⑬カチットパック（50枚入）
ページコード  外寸 蓋高さ 商品コード 価格

SHL-1-AF 1-2343-1301 192×130×H35（25） 7525201 ￥1,850
SHL-1-B 1-2343-1302 192×130×H31（12） 5535951 ￥1,500
SHL-2-A 1-2343-1303 169×104×H31（17） 7525401 ￥1,150
SHL-2-B 1-2343-1304 169×104×H31（12） 5535961 ￥1,200
SHL-3-B 1-2343-1305 126×103×H24（ 9） 5535971 ￥1,000
SHL-4-B 1-2343-1306 183×119×H30（ 8） 7525301 ￥1,480
SHL-7-B 1-2343-1307 222×143×H30（17） 5535981 ￥2,200
材質：OPS　耐熱温度：80℃
●輪ゴムや超音波シールを使わずに嵌合できます。

⑪
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㉘�餃子箱�レンジ用��
（50枚入）�02561

ページコード 商品コード 価格
1-2344-2801 7526400 ￥3,000

220×90×H26  

㉗経木舟皿（50枚入）
ページコード 外寸 商品コード 価格

7寸 1-2344-2701 約190×100 5582900 ￥900
8寸 1-2344-2702 約215×107 5582910 ￥1,100
9寸 1-2344-2703 約250×120 5582920 ￥1,300

㉚ タレ容器�蓋付�200-SN�（500入）
ページコード 商品コード 価格
1-2344-3001 3689200 ￥35,000

φ60×H115  200㏄
材質：ポリエチレン
● そばつゆなどの小分けに最適です。

㉙お茶容器�蓋付�（500入）�
ページコード 商品コード 価格

TN-1 1-2344-2901 230㏄ 55×55×H105 3689000 ￥37,000
TN-2 1-2344-2902 200㏄ 54×54×H 98 3689100 ￥35,000
材質：ポリエチレン

㉔おでん容器�50枚入�
ページコード 商品コード 価格

大 1-2344-2401 1,200㏄ φ182×H75 7526000 ￥3,800
小 1-2344-2402   600㏄ φ145×H63 7526100 ￥2,700
材質：発泡ポリスチレン　耐熱温度：80℃

㉕丼�白�（50枚入）
ページコード 商品コード 価格

大 1-2344-2501 650㏄ φ180×H65 7525500 ￥2,900
小 1-2344-2502 400㏄ φ150×H60 7525610 ￥1,800
材質：発泡ポリスチレン　耐熱温度：80℃

弁当容器�RK-140φ（50枚入）
本体

ページコード 商品コード 価格
⑮黒 1-2344-1501 5536140 ￥2,200
⑯白 1-2344-1601 5536160 ￥2,600
140×140×H84
材質：PPF　耐熱温度：130℃
中皿

ページコード 商品コード 価格
⑰黒 1-2344-1701 5536150 ￥1,900
⑱白 1-2344-1801 5536170 ￥2,100
140×140×H36
材質：PPF　耐熱温度：130℃

⑲中皿用内嵌合蓋
ページコード 商品コード 価格
1-2344-1901 5536180 ￥1,400

130×130×H16
材質：PP　耐熱温度：110℃
※本体とは合いません。

⑯

⑮

⑱

⑰

⑲

丼�無地新（50枚入）
本体

ページコード 商品コード 価格
①JC丼-360B 1-2344-0101 φ132×H56 5536191 ￥1,200
②JC丼-361 1-2344-0201 φ153×H60 5536211 ￥1,500
③JC丼-362 1-2344-0301 φ170×H60 5536231 ￥1,700
④JC丼-363 1-2344-0401 φ190×H70 5536251 ￥2,300
材質：PSP　耐熱温度：80℃
嵌合蓋

ページコード 商品コード 価格
⑤JC-360-B 1-2344-0501 φ134×H 9 5536200 ￥1,050
⑥JC-361 1-2344-0601 φ155×H10 5536220 ￥1,100
⑦JC-362 1-2344-0701 φ172×H10 5536240 ￥1,450
⑧JC-363 1-2344-0801 φ192×H10 5536260 ￥1,750
材質：OPS　耐熱温度：80℃

CY-丼�黒（50枚入）
本体

ページコード 商品コード 価格
⑨中　　 1-2344-0901 177×177×H41 5536291 ￥1,400
⑩小　　 1-2344-1001 157×157×H41 5536271 ￥1,050
⑪小判中 1-2344-1101 200×151×H41 5536311 ￥1,400
材質：LP　耐熱温度：110℃
内嵌合蓋

ページコード 商品コード 価格
⑫中　　 1-2344-1201 162×162×H33 5536300 ￥1,200
⑬小　　 1-2344-1301 145×145×H33 5536280 ￥920
⑭小判中 1-2344-1401 184×135×H33 5536320 ￥1,250
材質：OPS　耐熱温度：80℃

⑭

⑪

⑬

⑩

⑫

⑨

⑤

⑦ ⑧

⑥

②①

③ ④

㉖�Pカップ（白）(100入)��
04327�発泡ポリスチレン

ページコード 商品コード 価格
1-2344-2601 7527410 ￥1,100

φ115×H40
耐熱温度：80℃
材質：PSP（ポリスチレンペーパー）

⑳ ㉑
夢彩ごぜん��
TSR-カレー容器�（50枚入）��
本体・蓋セット��� �

ページコード 商品コード 価格
⑳白 1-2344-2001 1312050 ￥3,150
㉑黒 1-2344-2101 1312060 ￥3,000
外寸:174×285×H46
材質：PPF
●レンジ対応容器

■ﾀ1

蓋

㉒ ㉓
夢彩ごぜん��
TSR-カレー容器用中子��
（50枚入）�本体・蓋セット��� �

ページコード 商品コード 価格
㉒白 1-2344-2201 1312070 ￥1,600
㉓黒 1-2344-2301 1312080 ￥1,500
外寸：141×111×H41
材質：PPF
●レンジ対応容器

■ﾀ1

蓋
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器美の追求 

①T-90-70-B（500入）�
ページコード 商品コード 価格
1-2345-0101 5783350 ￥42,500
外寸：271×210×H30
材質：�本体／PPF　蓋／OPS

■ｶ4 ②�T-80-E-A柄付�（800入）�
ページコード 商品コード 価格
1-2345-0201 6411700 ￥73,700
外寸：235×235×H36
材質：�本体／PPF　蓋／OPS

■ｶ4 ③�T-70-E-B�（800入）�
ページコード 商品コード 価格
1-2345-0301 6411800 ￥49,400
外寸：205×205×H32
材質：�本体／PPF　蓋／OPS

■ｶ4

このページの全商品は

④�T-70-F�高蓋タイプ�（800入）�■ｶ4
ページコード 商品コード 価格
1-2345-0401 3880300 ￥50,000
外寸：205×205×H32
材質：�本体／PPF　蓋／OPS

⑤�AT-400�4仕切�（400入）�■ｶ4
ページコード 商品コード 価格
1-2345-0501 3881000 ￥17,000
外寸：239×200×H33
材質：�本体／PPF　蓋／OPS

⑥�AT-500�5仕切�（400入）�■ｶ4
ページコード 商品コード 価格
1-2345-0601 3881100 ￥18,500
外寸：264×196×H33
材質：�本体／PPF　蓋／OPS

⑧�蓋三彩�T-105A�（200入）�■ｶ4
ページコード 商品コード 価格
1-2345-0801 3879500 ￥41,600
外寸：318×282×H40
材質：本体・蓋／HIPS

⑨�蓋三彩�T-117A�（180入）�■ｶ4
ページコード 商品コード 価格
1-2345-0901 3879600 ￥47,000
外寸：348×316×H40
材質：本体・蓋／HIPS

⑩�蓋三彩�T-138A�（160入）�■ｶ4
ページコード 商品コード 価格
1-2345-1001 3879700 ￥44,800
外寸：386×316×H40
材質：本体・蓋／HIPS

⑦�蓋三彩�T-103A�（200入）�■ｶ4
ページコード 商品コード 価格
1-2345-0701 3879300 ￥28,800
外寸：321×231×H35
材質：本体・蓋／HIPS
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プラ容器

⑤飛鳥用蓋�鶴
ページコード 外寸 商品コード 価格

8寸用�30枚入 1-2346-0501 245×245×H5 8176200 ￥18,000
9寸用�20枚入 1-2346-0502 275×275×H5 8176100 ￥14,000
材質：ポリスチレン

⑥飛鳥用蓋�扇
ページコード 外寸 商品コード 価格

8寸用�30枚入 1-2346-0601 245×245×H5 8176400 ￥18,000
9寸用�20枚入 1-2346-0602 275×275×H5 8176300 ￥14,000
材質：ポリスチレン

②飛鳥�本体（5枚入）�扇
ページコード 外寸 商品コード 価格

8寸 1-2346-0201 245×245×H55 8176000 ￥4,300
9寸 1-2346-0202 275×275×H44 8175900 ￥4,300
材質：ポリスチレン

①飛鳥�本体（5枚入）�黒
ページコード 外寸 商品コード 価格

8寸 1-2346-0101 245×245×H55 8175800 ￥3,800
9寸 1-2346-0102 275×275×H44 8175700 ￥3,800
材質：ポリスチレン

③�飛鳥用中仕切�黒�8寸用�30枚入
ページコード 商品コード 価格
1-2346-0301 8176600 ￥2,200
外寸：240×240×H30
材質：二軸延伸ポリスチレン

④�飛鳥用中仕切�黒�9寸用�20枚入
ページコード 商品コード 価格
1-2346-0401 8176500 ￥2,000
外寸：270×270×H30
材質：二軸延伸ポリスチレン

中B

大B

中C

大C

FM�弁当容器�（20セット入）�
外寸 B C 価格

⑦中 229×169×H33 1-2346-07011132160
1-2346-0702
1132170 ￥1,150

⑧大 238×200×H33 1-2346-08011132140
1-2346-0802
1132150 ￥1,350

材質：本体／PP　蓋／PS
●本体と蓋が20枚セットでレンジアップも可能です。

�PET��
ハンドカットテープ��
（8巻入）� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
⑪レッド 1-2346-1101 0224600 ￥3,260
⑫グリーン 1-2346-1201 0224610 ￥3,260
⑬ホワイト 1-2346-1301 0224620 ￥3,260
幅18㎜×50m
●�一般のテープカッター台でご使用することができます。

PET基材表面の
特殊加工（PAT.P）により
簡単に手で
切れます

⑭�PET�
ドライエッジテープ�
（8巻入）�レッド� ■ｻ5
ページコード 商品コード 価格
1-2346-1401 0224700 ￥3,700
幅18㎜×50m
●�テープ両端の粘着材をなくすことでテープが簡単に剥がせます。
●�一般のテープカッター台でご使用することができます。

FM�弁当容器�（20セット入）�
外寸 A D 価格

⑨中 229×169×H33 1-2346-09011561050
1-2346-0902
1561060 ￥1,150

⑩大 238×200×H33 1-2346-10011561070
1-2346-1002
1561080 ￥1,300

材質：本体／PP　蓋／OPS
●小ロット・省スペースの20枚セット

大A

中A 中D

大D
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⑭抗菌OKシート（500枚入）�
ページコード 商品コード 価格

OPK-09 1-2347-1401   90×  90 6325510 ￥1,500
OPK-12 1-2347-1402 120×120 6325520 ￥2,000
OPK-15 1-2347-1403 150×150 6325530 ￥2,700
OPK-18 1-2347-1404 180×180 6325540 ￥4,000
OPK-20 1-2347-1405 200×200 6325550 ￥4,700
OPK-25 1-2347-1406 250×250 6325560 ￥6,500
OPK-30 1-2347-1407 300×300 6325570 ￥11,000
● 銀イオンをフィルムに練り込んだ特殊フィルムを使用した抗菌フィ
ルムです。
● 食品の下に敷いたり、掛けたり、巻いたりと使用用途は多彩
● テイクアウト弁当、お節重にも最適なアイテムです。
● 耐熱温度 －50～120℃、冷凍食品にも使用可能です。

ワサビの持つ自然の力を活用した�
お弁当・惣菜・お節料理向けの抗菌・保鮮シート

⑬�ワサガード�抗菌シート（100枚入）�■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

160×160 1-2347-1301 1380100 ￥2,000
180×180 1-2347-1302 1380200 ￥2,200
160×100 1-2347-1303 1380300 ￥1,300
180×100 1-2347-1304 1380400 ￥1,400
●ワサガード抗菌シートは水分や湿気と反応する事により、食中毒の原因となる菌や
カビ等の繁殖を抑制し、食品の鮮度保持、日持ち向上効果を発揮します。

●食品添加物で組成されているため、安全性が高く、無臭ですので、取り扱いが簡
単です。

⑮寿司桶用�OKシート�（500枚入）
ページコード 外径 商品コード 価格

� 1人桶用 1-2347-1501 φ183 6324900 ￥4,000
� 2人桶用 1-2347-1502 φ238 6325000 ￥5,500
� 3人桶用 1-2347-1503 φ273 6325100 ￥6,500
� 4人桶用 1-2347-1504 φ300 6325200 ￥7,000
� 5人桶用 1-2347-1505 φ332 6325300 ￥8,500
� 7人桶用 1-2347-1506 φ364 6325400 ￥9,500
10人桶用 1-2347-1507 φ430 6325500 ￥12,500
材質：ポリプロピレン
● 寿司桶に食品がつくのを防止。洗浄が楽です。

�紙BOX�（60入）��
AS-130-A�� ■ｶ4

ページコード 商品コード 価格
⑤茜雲　 1-2347-0501 3878800 ￥26,400
⑥醍醐膳 1-2347-0601 3878810 ￥26,400
⑦碧雲 1-2347-0701 3878820 ￥26,400
⑧紫雲 1-2347-0801 3878830 ￥26,400
外寸：390×269×H65
材質： 外箱／紙　中仕切／HIPS
※蓋図柄を上よりお選びください。

�紙BOX�（60入）��
AS-130-B�� ■ｶ4

ページコード 商品コード 価格
⑨茜雲　 1-2347-0901 3878900 ￥26,400
⑩醍醐膳 1-2347-1001 3878910 ￥26,400
⑪碧雲 1-2347-1101 3878920 ￥26,400
⑫紫雲 1-2347-1201 3878930 ￥26,400
外寸：390×269×H65
材質： 外箱／紙　中仕切／HIPS
※蓋図柄を上よりお選びください。

ワンウェイ紙BOX

①�紙BOX�A-90-60��
ワンピース万葉セット（300入）�■ｶ4

ページコード 商品コード 価格
1-2347-0101 3878610 ￥23,200
外寸：277×183×H42
材質： 外箱／紙　中仕切／HIPS

�紙BOX�AS-110-A��
（100入）�� ■ｶ4

ページコード 商品コード 価格
③茜雲　 1-2347-0301 3878710 ￥24,500
④醍醐膳 1-2347-0401 3878700 ￥24,500
外寸：300×240×H65
材質： 外箱／紙　中仕切／HIPS

③ ④

AS-110用 蓋

AS-130用 蓋

⑦⑪⑤⑨ ⑥⑩ ⑧⑫

②�器美の追求�紙BOX��
A90-60･T-90-60-I��
万葉・赤金セット�（300入）�

ページコード 商品コード 価格
1-2347-0201 1026920 ￥30,800
外寸：227×183×H40
材質：外箱／紙　中仕切／PPF

■ｶ4
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2348

⑪�アニマルランチセット��
いぬ�YF-2�（600入）�

ページコード 商品コード 価格
1-2348-1101 3881300 ￥36,800
外寸：203×160×H28
材質：�本体／PPF　蓋／OPS

■ｶ4
⑫�アニマルランチセット�
ひよこ�YF-3�（600入）�

ページコード 商品コード 価格
1-2348-1201 3881400 ￥36,800
外寸：203×160×H28
材質：�本体／PPF　蓋／OPS

■ｶ4⑩�YF-6�ミッフィー�（50入）�
ページコード 商品コード 価格
1-2348-1001 1026930 ￥3,200
外寸：167×150×H28
材質：本体／PPF　蓋／OPS

■ｶ1

食べ終わると底からミッフィーが現われます。

⑥�アジロ弁当�（50枚入）��
本体・蓋セット� �
ページコード 重量 商品コード 価格

大 1-2348-0601 138×200×H54 20g 1312000 ￥5,800
小 1-2348-0602 131×181×H52 13g 1312010 ￥5,000
材質：PPF
●レンジ対応容器

■ﾀ1
⑧�アジロ弁当�大用仕切��
（50枚入）�Ⅰ�赤黒�� �
ページコード 商品コード 価格
1-2348-0801 1312030 ￥1,250
外寸：120×182×H39
重量：10g
材質：PPF
●レンジ対応容器

■ﾀ1
⑦�アジロ弁当�大用仕切��
（50枚入）�Ⅰ�黒� �
ページコード 商品コード 価格
1-2348-0701 1312020 ￥1,150
外寸：120×182×H39
重量：10g
材質：PPF
●レンジ対応容器

■ﾀ1
⑨�アジロ弁当�大用仕切��
（50枚入）�Ⅱ�赤黒� �
ページコード 商品コード 価格
1-2348-0901 1312040 ￥1,250
外寸：120×182×H39
重量：10g
材質：PPF
●レンジ対応容器

■ﾀ1

⑬�スリットパックおにぎり��
（100枚入）
ページコード 商品コード 価格
1-2348-1301 6967410 ￥1,200
サイズ：210×140×0.04厚み
材質：ポリプロピレン
●�お米とのりを分けて包装して食べるときに巻くスリットタイプです。
●�パリッとした海苔の香りが楽しめます。

⑭�スリットパック手巻き寿司��
（100枚入）
ページコード 商品コード 価格
1-2348-1401 6967420 ￥1,100
サイズ：210×120×0.04厚み
材質：ポリプロピレン
●�お米とのりを分けて包装して食べるときに巻くスリットタイプです。
●�パリッとした海苔の香りが楽しめます。

テーパー型貼箱�（100入）�
ページコード 商品コード 価格

①hk8055A�墨色　 1-2348-0101 1252230 ￥25,000
②hk8055C�乳白色 1-2348-0201 1252240 ￥25,000
③hk8055D�臙脂色 1-2348-0301 1252250 ￥25,000
外寸：254×177×H50
材質：紙
※トレーは別売りになります。

■ｶ4 ④�テーパー型貼箱用��
生分解性プラスチックトレー��
6仕切�金�400入�� ■ｶ4

ページコード 商品コード 価格
1-2348-0401 1252260 ￥48,000
外寸：240×165×H35
材質：PLA

⑤�テーパー型貼箱用��
生分解性プラスチックトレー��
4仕切�金�400入�� ■ｶ4

ページコード 商品コード 価格
1-2348-0501 1252270 ￥48,000
外寸：240×165×H35
材質：PLA

② ③

①

■PLAとは？
トウモロコシやサトウキビ等の植物から合成できるバイオプラスチックの1種
ポリ乳酸（Polylactide）の略号です。生分解性プラスチックの性質を持っています。
現在、農産物由来の持続可能な素材として注目を集めています。

■生分解性とは？
自然環境の中にあるバクテリアや菌類によって化合物が無機質まで分解されることです。
このトレーやフィルムには100％生分解性原料を使用しているため、環境に負荷を掛けない
製品になっています。
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⑧

⑦

オードブル�DX
⑦本体

ページコード 商品コード 価格
506R 100枚入 1-2349-0701 310×210×H20 5536081 ￥10,000
507� 20枚入 1-2349-0702 360×232×H22 5536100 ￥2,800
508� 20枚入 1-2349-0703 434×285×H24 5536120 ￥5,000
材質：HIPS　耐熱温度：90℃

⑧嵌合蓋
ページコード 商品コード 価格

506 100枚入 1-2349-0801 313×213×H32 5536090 ￥7,000
507 � 20枚入 1-2349-0802 333×235×H37 5536110 ￥2,600
508 � 20枚入 1-2349-0803 437×288×H37 5536130 ￥3,300
材質：OPS　耐熱温度：80℃

プラ容器

⑥プラ容器�市松�黒赤フチ�蓋�
ページコード 外寸 商品コード 価格

50�� 5枚入 1-2349-0601 φ510×H15 8174000 ￥2,400
45�� 5枚入 1-2349-0602 φ460×H15 8174100 ￥2,000
40�10枚入 1-2349-0603 φ410×H15 8174200 ￥3,300
35�10枚入 1-2349-0604 φ360×H10 8174300 ￥2,800
30�10枚入 1-2349-0605 φ310×H10 8174400 ￥1,800
材質：二軸延伸ポリスチレン

⑤プラ容器�市松�黒赤フチ�本体�
ページコード 外寸 商品コード 価格

50�� 5枚入 1-2349-0501 φ500×H54 8173500 ￥9,800
45�� 5枚入 1-2349-0502 φ450×H52 8173600 ￥7,000
40�10枚入 1-2349-0503 φ400×H48 8173700 ￥11,100
35�10枚入 1-2349-0504 φ350×H46 8173800 ￥6,900
30�10枚入 1-2349-0505 φ300×H45 8173900 ￥5,900
材質：ポリスチレン

①�プラ容器�角皿�（10枚入）��
本体�白磁�

ページコード 外寸 商品コード 価格
40 1-2349-0101 400×400×H25 8386000 ￥9,200
35 1-2349-0102 350×350×H23 8386100 ￥7,300
30 1-2349-0103 300×300×H22 8386200 ￥3,600
25 1-2349-0104 250×250×H18 8386300 ￥2,100
大 1-2349-0105 390×260×H23 8386400 ￥6,400
中 1-2349-0106 320×240×H20 8386500 ￥3,600
小 1-2349-0107 280×210×H19 8386600 ￥2,100
材質：ポリスチレン
●パーティー・ケータリングに最適です。

②�プラ容器�角皿�（10枚入）��
本体�黒�

ページコード 外寸 商品コード 価格
40 1-2349-0201 400×400×H25 8386010 ￥9,200
35 1-2349-0202 350×350×H23 8386110 ￥7,300
30 1-2349-0203 300×300×H22 8386210 ￥3,600
25 1-2349-0204 250×250×H18 8386310 ￥2,100
大 1-2349-0205 390×260×H23 8386410 ￥6,400
中 1-2349-0206 320×240×H20 8386510 ￥3,600
小 1-2349-0207 280×210×H19 8386610 ￥2,100
材質：ポリスチレン
●パーティー・ケータリングに最適です。

③�プラ容器�角皿�（10枚入）��
本体�エメラルドグリーン�

ページコード 外寸 商品コード 価格
40 1-2349-0301 400×400×H25 8386020 ￥9,200
35 1-2349-0302 350×350×H23 8386120 ￥7,300
30 1-2349-0303 300×300×H22 8386220 ￥3,600
25 1-2349-0304 250×250×H18 8386320 ￥2,100
大 1-2349-0305 390×260×H23 8386420 ￥6,400
中 1-2349-0306 320×240×H20 8386520 ￥3,600
小 1-2349-0307 280×210×H19 8386620 ￥2,100
材質：ポリスチレン
●パーティー・ケータリングに最適です。

④プラ容器�角皿�（10枚入）�蓋
ページコード 外寸 商品コード 価格

40 1-2349-0401 403×403×H48 8386030 ￥3,900
35 1-2349-0402 353×353×H50 8386130 ￥3,500
30 1-2349-0403 305×305×H33 8386230 ￥1,700
25 1-2349-0404 255×255×H36 8386330 ￥1,300
大 1-2349-0405 393×263×H49 8386430 ￥2,400
中 1-2349-0406 320×240×H35 8386530 ￥1,700
小 1-2349-0407 280×210×H36 8386630 ￥1,300
材質：二軸延伸ポリスチレン
●パーティー・ケータリングに最適です。

⑩

⑪

⑪�プラ容器�シルキー��
アイボリー�（10枚入）�蓋�

ページコード 外寸 商品コード 価格
特大 1-2349-1101 535×400×H40 8173100 ￥4,500
大　 1-2349-1102 440×320×H40 8173200 ￥2,600
中　 1-2349-1103 370×265×H40 8173300 ￥2,000
小　 1-2349-1104 315×235×H35 8173400 ￥1,700
材質：二軸延伸ポリスチレン

⑩�プラ容器�シルキー��
アイボリー�（10枚入）�本体�

ページコード 外寸 商品コード 価格
特大 1-2349-1001 530×340×H25 8172700 ￥8,900
大　 1-2349-1002 430×304×H21 8172800 ￥7,200
中　 1-2349-1003 360×270×H19 8172900 ￥4,700
小　 1-2349-1004 310×240×H17 8173000 ￥3,000
材質：ポリスチレン

⑨小判皿�DX小判�
ページコード 商品コード 価格

K4�100枚入 1-2349-0901 240×160 7524910 ￥3,000
K5�100枚入 1-2349-0902 270×190 7525010 ￥4,600
K6�� 50枚入� 1-2349-0903 310×230 7525110 ￥3,800
K7�� 20枚入� 1-2349-0904 375×245 7531010 ￥2,000
K8�� 20枚入� 1-2349-0905 450×290 7531110 ￥3,200
材質：ハイインパクト＋ポリスチレン



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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②高台皿（5枚入）�ぶどう�
ページコード 外寸 商品コード 価格

尺2 1-2350-0201 φ360×H49 8175200 ￥8,300
尺1 1-2350-0202 φ330×H46 8175300 ￥7,400
材質：ポリスチレン

③高台皿（5枚入）�紺�有田�
ページコード 外寸 商品コード 価格

尺1 1-2350-0301 φ330×H46 8178800 ￥9,800
1尺 1-2350-0302 φ300×H41 8178900 ￥9,300
材質：ポリスチレン

④高台皿（5枚入）�釉�尺4
ページコード 商品コード 価格
1-2350-0401 8179000 ￥11,000
外寸：φ420×H54
材質：ポリスチレン

⑤丸皿�白�（10枚入）
ページコード 外寸 商品コード 価格

D-45 1-2350-0501 φ450×H32 8178300 ￥7,400
D-40 1-2350-0502 φ400×H27 8178400 ￥4,900
D-35 1-2350-0503 φ350×H27 8178500 ￥4,000
D-30 1-2350-0504 φ300×H27 8178600 ￥3,100
材質：ポリスチレン

⑥�洋皿�丸19�白磁�（25枚入）
ページコード 商品コード 価格
1-2350-0601 8386700 ￥3,200
外寸：φ190×H11.5
材質：ポリスチレン

プラ容器

①高台皿（5枚入）�青磁�
ページコード 外寸 商品コード 価格

尺4 1-2350-0101 φ420×H54 8174500 ￥10,900
尺3 1-2350-0102 φ390×H52 8174600 ￥9,500
尺2 1-2350-0103 φ360×H49 8174700 ￥8,500
尺1 1-2350-0104 φ330×H46 8174800 ￥7,200
1尺 1-2350-0105 φ300×H41 8174900 ￥5,700
9寸 1-2350-0106 φ270×H39 8175000 ￥5,100
8寸 1-2350-0107 φ240×H33 8178700 ￥3,700
材質：ポリスチレン

⑨�筑後用��
長方形�蓋�（10枚入）

ページコード 商品コード 価格
特大 1-2350-0901 8177100 ￥4,600
大　 1-2350-0902 8177200 ￥1,900
中　 1-2350-0903 8177300 ￥1,500
小　 1-2350-0904 8177400 ￥1,100
特小 1-2350-0905 8177500 ￥950
材質：二軸延伸ポリスチレン

⑦筑後�民芸陶器風�（10枚入）
ページコード 外寸 商品コード 価格

特大 1-2350-0701 450×320×H45 8171300 ￥10,400
大　 1-2350-0702 350×250×H39 8171400 ￥5,500
中　 1-2350-0703 310×220×H38 8171500 ￥4,600
小　 1-2350-0704 280×200×H34 8171600 ￥3,800
特小 1-2350-0705 240×170×H34 8171700 ￥2,800
材質：ポリスチレン

⑧筑後�春秋黒�（10枚入）
ページコード 外寸 商品コード 価格

特大 1-2350-0801 450×320×H45 8171800 ￥10,400
大　 1-2350-0802 350×250×H39 8171900 ￥5,500
中　 1-2350-0803 310×220×H38 8172000 ￥4,600
小　 1-2350-0804 280×200×H34 8172100 ￥3,800
特小 1-2350-0805 240×170×H34 8172200 ￥2,800
材質：ポリスチレン



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。2351 テイクアウト容器・スナック包装紙
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小大特小

そのままならカップ、開けばお皿！

おりがみカップ （20枚入） 
上径 下径 開時 高さ ①茶 価格 ②白 価格

特小 230㏄   88 70 約150   50 1-2351-01012006700 ￥1,700 ――― ―――

小　 520㏄ 100 70 約210   90 1-2351-01022006730 ￥1,750 1-2351-0201
2006710 ￥1,950

大　 960㏄ 125 85 約275 110 1-2351-01032006740 ￥2,250 1-2351-0202
2006720 ￥2,650

材質：（内）PBT、未晒しクラフト紙　耐熱温度：約180℃
内面撥水加工
●耐水・耐油性があり、テイクアウトに最適
●パン・ケーキ等生地を入れた後、そのまま焼成可能

小

①

大

②

③ おりがみカップ蓋 
ページコード 外寸 商品コード 価格

特小 （100入）1-2351-0301 φ  95×H20 2006750 ￥3,350
小　 （100入）1-2351-0302 φ103×H14 2006760 ￥2,300
大　 （ 40入）1-2351-0303 φ135×H25 2006770 ￥1,750
材質： 特小／PET（透明）　小／OPS　大／SPP（透明PP）
※のせ蓋の為、密閉性はありません。

④ おりがみカップ中皿 大（40入） 
ページコード 商品コード 価格
1-2351-0401 2006780 ￥1,500
外寸：φ130×H40　容量：300㏄　材質：PP（N）

③ ④

⑬ピザBOX
ページコード 商品コード 価格

02106  （50枚入） 7・8インチ共用 1-2351-1301 215×215×H30 7526300 ￥4,600
192409 （50枚入） 9インチ 1-2351-1302 230×230×H30 7526210 ￥5,000
材質：紙

⑭ 正角クラフトピザBOX  
窓付10インチ （25枚入） 

ページコード 商品コード 価格
1-2351-1401 1164430 ￥7,000
290×280×H37　材質：ダンボール（内面耐油）

⑮ 正角クラフトピザBOX  
窓付10インチハーフ （25枚入） 

ページコード 商品コード 価格
1-2351-1501 1164440 ￥7,000
303×135×H42　材質：コートボール（内面耐油）

材質：上質紙+PEラミネート
● お客様をお待たせすることができないファストフードや路面店のオペレーションパットレーはそんな問題をスピーディーに解決できる。
● はじめから開いているため作業がスピーディーになり効率もアップ！

⑤ パットレー  
白無地 （100枚入）

ページコード 商品コード 価格
№10 1-2351-0501 100×238 8280630 ￥620
№12 1-2351-0502 120×238 8280640 ￥670
№14 1-2351-0503 140×238 8280650 ￥750

⑥ パットレー 
ストライプ柄 （100枚入）

ページコード 商品コード 価格
№10 1-2351-0601 100×238 8280660 ￥690
№12 1-2351-0602 120×238 8280670 ￥740
№14 1-2351-0603 140×238 8280680 ￥820

⑦ アメリカンドッグスリーブ  
00480 （1,000枚入）

ページコード 商品コード 価格
1-2351-0701 7523700 ￥6,400
180×60　材質：紙

⑧ フランクフルトスリーブ  
白 199464 （1,000枚入）

ページコード 商品コード 価格
1-2351-0801 7523810 ￥6,400
180×60　材質：紙

ハンバーガー袋
ページコード 商品コード 価格

⑩00036  白  （500枚入）1-2351-1001 180×180 7527500 ￥4,500
⑪00031  青  （500枚入）1-2351-1101 180×180 7527600 ￥4,750
⑫199490 赤  （100枚入）1-2351-1201 180×180 7527700 ￥950
耐熱温度：65℃
●内面ポリ加工

⑩ ⑪ ⑫

⑨ ネオクラフト バーガー BOX（20入）  ■ﾀ1
ページコード   天面  底面  高さ 商品コード 価格

S 1-2351-0901 （115×115）・（  95×  95）×H90 1250210 ￥900
L 1-2351-0902 （135×135）・（115×115）×H90 1250220 ￥1,300
材質：未晒クラフト紙＋内側耐油加工



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。 スナック包装紙
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2352

①�イートバッグ�（100枚入）
ページコード 商品コード 価格
1-2352-0101 8280550 ￥500
125×160　材質：耐油紙
●開いても食べやすい

ペーパーフードラップバッグ�（24 枚入）�■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格

②ストロベリー�PD-800 1-2352-0201 2510760 ￥580
③ボナペティ　�PD-801 1-2352-0301 2510770 ￥580
180×195　マチ45　材質：耐油紙
●�オイリーなフードもたっぷり入るおしゃれなマチ付きフードパックです。
●フライドポテト、コロッケなどの揚げ物に。

③②

④�ルックバック�ムジ�（100枚入）
ページコード Ⓐ Ⓑ Ⓒ 商品コード 価格

№2S 1-2352-0401 � 90 160 60 5535220 ￥1,450
№3S 1-2352-0402 110 160 60 5535230 ￥1,480
№4S 1-2352-0403 130 165 80 5535240 ￥1,500
№4S-15W 1-2352-0404 130 150 80 5535250 ￥1,720
№6S 1-2352-0405 150 160 90 5535260 ￥1,900

⑤�ルックバック�デリシャス�（100枚入）
ページコード Ⓐ Ⓑ Ⓒ 商品コード 価格

№2S 1-2352-0501 � 90 160 60 5535270 ￥1,660
№3S 1-2352-0502 110 160 60 5535280 ￥1,720
№4S 1-2352-0503 130 165 80 5535290 ￥1,800
№6S 1-2352-0504 150 160 90 5535300 ￥2,050

⑥ラミパック�（100枚入）
ページコード Ⓐ Ⓑ 商品コード 価格

№20�　　 1-2352-0601 150 122 5535150 ￥380
№30�　　 1-2352-0602 180 122 5535160 ￥500
№40�　　 1-2352-0603 180 152 5535170 ￥600
№50�　　 1-2352-0604 210 182 5535180 ￥800
№60�　　 1-2352-0605 240 212 5535190 ￥1,050
№70�　　 1-2352-0606 240 272 5535200 ￥1,330
№70�口広 1-2352-0607 270 242 5535210 ￥1,330
材質：片艶晒クラフト紙、LD20ミクロン
●�袋の内面にポリエチレンをラミネートしており、天ぷら、食肉等の包装
に最適です。
●�ヒートシール性があり、簡単にシールできます。
●�用途　�バイキング惣菜（天ぷら、コロッケ、唐揚げ、水産練り製品等）、�

精肉（牛、豚、鶏肉、串焼き、串揚げ等）

Ⓐ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

用途：�惣菜（コロッケ、揚物、枝豆など）�
クロワッサン、揚げパン、ドーナツなど

材質：耐油耐水紙　窓／OPPボードン
●�口を閉じたまま中が見える紙袋なので、ディスプレイ効果
が抜群です。
●�耐油、耐水紙を使用しているので、油物などにも対応で
きます。
※�食材の油、タレ等の液体量が多い場合は、事前にご
確認ください。

パン・お弁当やオイリーなフーズの持ち運びに!!

グラシンスナック袋�（10袋入）�� ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格

⑦PG-12�マーマレード 1-2352-0701 2509600 ￥300
⑧PG-13�クリーム 1-2352-0801 2509700 ￥300
⑨PG-14�ロマンティック 1-2352-0901 2509800 ￥300
⑩PG-15�いちご 1-2352-1001 2509900 ￥300
⑪PG-16�オールドパリマップ 1-2352-1101 2510000 ￥300
⑫PG-17�パリの古い建物 1-2352-1201 2510100 ￥300
⑬PG-06�プチフルール 1-2352-1301 2510300 ￥300
126×214　材質：グラシン紙
●�オイリーなスナックや揚げ物のおかずを持ち運ぶのに便利
●透明感と手ざわりがおしゃれ

耐油性のグラシン素材のかわいい袋!!

⑩⑦ ⑧ ⑨

⑪ ⑫ ⑬
⑭�WAXマルシェバック�（10枚入）�
PG-42�オールドパリ�■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2352-1401 2510400 ￥480
190×258　材質：紙、パラフィン
●一点一点ろう引きした紙製のマルシェ袋



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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④�クレープ包装紙��
デリシャス�（変形）��
200枚入�ピンク

ページコード 商品コード 価格
1-2353-0401 8280500 ￥1,950
263×252

⑤�クレープ包装紙��
デリシャス�（四角）��
200枚入�パープル

ページコード 商品コード 価格
1-2353-0501 8280510 ￥1,800
260×255

⑤④

①�ダイカット�たいやき袋�
（100枚入）
ページコード 商品コード 価格
1-2353-0101 8280520 ￥900
166×120　材質：耐油紙
●�見た目の面白さを演出することができ、集客力
がアップ
●�内ラミではなく耐油紙を使用しているため時間
が経過してもクリスピー感が持続します。

たい焼BOX（25枚入）
ページコード 商品コード 価格

②02119� �大 1-2353-0201 235×138×H66 2883000 ￥1,900
③196715�小 1-2353-0301 136×126×H67 2883100 ￥1,400

② ③

⑩�スナックカップ�7オンス��
黄�03020�（80枚入）

ページコード 商品コード 価格
1-2353-1001 7527000 ￥1,800
φ73×H81
材質：紙

⑪
⑫

スナックカートン�黄
ページコード 商品コード 価格

⑪01392�大�50枚入 1-2353-1101 85×32×H102 7526800 ￥1,000
⑫01386�小�25枚入 1-2353-1201 80×40×H� 70 7526900 ￥460
材質：紙

⑬�ポップコーンカップ��
ワンタッチ�02718��
（25枚入）
ページコード 商品コード 価格
1-2353-1301 7526700 ￥1,100
90×90×H162
材質：紙

⑯�チュロス袋��
（100枚）�ストライプ柄
ページコード 商品コード 価格
1-2353-1601 8280590 ￥850
240×90
材質：耐油紙
●�内ラミではなく耐油紙を使用しているため時間
が経過してもクリスピー感が持続します。
●チュロスが袋の中でフィットし落ちにくい

⑮⑭
ポップコーンカップ

ページコード 外寸 商品コード 価格
⑭三角型（2,500枚入）1-2353-1401 110×H200 6455800 ￥62,500
⑮六角型（1,000枚入）1-2353-1501 100×70×H200 6455900 ￥37,500

⑥�クレープ袋�01461�（2,000枚入）
ページコード 商品コード 価格
1-2353-0601 7526500 ￥37,000
126×190
材質：紙

⑦�三角ポテト袋�（3,000枚入）�
ページコード 商品コード 価格

01452�大 1-2353-0701 122×230 7527100 ￥39,000
01451�小 1-2353-0702 109×223 7527200 ￥36,000
材質：紙

⑧�フレンチポテトカートン��
01384�（50枚入）

ページコード 商品コード 価格
1-2353-0801 7527300 ￥850
85×32×H102　材質：紙

⑨�ポテト耐油袋��
S�（100枚入）�無地�■カ1

ページコード 商品コード 価格
1-2353-0901 1294341 ￥470
90×35×H110　材質：耐油晒



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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①�使い捨て紙トング�（10本入）
ページコード 商品コード 価格
1-2354-0101 7098800 ￥1,000

全長：204 
材質：特殊加工紙
● 使い捨てトングの為、衛生的にご使用いただけます。
● 表面特殊コーティング加工で、水・油もご使用できます。

紙とは思えない丈夫さ

②�エコ�ペーパースプーン��
16T-F�（100本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2354-0201 8280691 ￥1,700

160×34

④�エコ�ペーパースプーン��
AOP-F�（1000本入）�

ページコード 商品コード 価格
1-2354-0401 8280711 ￥2,800

94×24

③�エコ�ペーパーフォーク��
16T-F�（100本入）�

ページコード 商品コード 価格
1-2354-0301 8280701 ￥1,700

160×34
材質：無塩素漂白パルプ　● プリン・ゼリー・ヨーグルトなどに…

④③②

竹フランクフルト棒�（100本入）
ページコード 商品コード 価格

⑤15㎝ 1-2354-0501 5036600 ￥530
⑥18㎝ 1-2354-0601 5036700 ￥570
⑦20㎝ 1-2354-0701 5036800 ￥680

φ5㎜⑤ ⑥ ⑦

⑨�ハンディバッグ��
ティータイム（100枚入）� ■ア1

ページコード 巾×底マチ×高さ 厚み 商品コード 価格
Y3S 1-2354-0901 320×120×H240 0.03 1294120 ￥1,600
YSS 1-2354-0902 370×160×H260 0.03 1294130 ￥1,800
YS 1-2354-0903 410×170×H290 0.03 1294140 ￥2,300
YM 1-2354-0904 455×170×H300 0.03 1294150 ￥2,800
YL 1-2354-0905 535×200×H340 0.035 1294160 ￥3,200
材質：高密度ポリエチレン
● 底マチが広い為、パン・お菓子・大きめの箱を入れるのに適しています。

⑧ダブルマチレックス（1000枚入）� ■ﾏ1
ページコード 巾×底マチ×高さ 商品コード 価格

大 PV-707-L 1-2354-0801 75×25×H350 0577110 ￥1,400
中 PV-707-M 1-2354-0802 95×45×H260 0577120 ￥1,500
小 PV-707-S 1-2354-0803 75×35×H230 0577130 ￥1,200
厚み：10μｍ
材質：ハイデンポリエチレン
●レジ用個別パン袋

SWクッキーバッグ（10枚入）�
ページコード 商品コード 価格

⑩スウィーツ SW-101 1-2354-1001 1119510 ￥360
⑪英文字　　 SW-102 1-2354-1101 1119520 ￥360
外寸：120×50×H198
材質：バージンパルプ
●クッキーやお菓子などを入れてプレゼントできます。

⑩ ⑪
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コーヒースプーン（100入）

ページコード 商品コード 価格
1-2355-1501 3864930 ￥1,900

全長：135
材質：ポリスチレン、ステンレスコート

⑯�シルバー�
テイスティングスプーン（50入）

ページコード 商品コード 価格
1-2355-1601 3864950 ￥2,120

全長：100
材質：ポリスチレン、ステンレスコート

⑰�シルバー�
テイスティングフォーク（50入）

ページコード 商品コード 価格
1-2355-1701 3864960 ￥2,000

全長：100
材質：ポリスチレン、ステンレスコート

⑱�ケーキサーバー�F-001�（10入）�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格
1-2355-1801 4984010 ￥2,200

全長：268
材質：PS（ポリスチレン）クローム蒸着
耐熱温度：−10℃〜70℃

⑭シルバースプーン（50入）
ページコード 商品コード 価格
1-2355-1401 3864920 ￥1,500

全長：175
材質：ポリスチレン、ステンレスコート

⑫シルバーフォーク（50入）
ページコード 商品コード 価格
1-2355-1201 3864900 ￥1,400

全長：190
材質：ポリスチレン、ステンレスコート

⑪シルバーナイフ（50入）
ページコード 商品コード 価格
1-2355-1101 3864910 ￥1,650

全長：200
材質：ポリスチレン、ステンレスコート

⑬�カトラリーキット�
ナイフ/フォーク/ナプキン（30入）

ページコード 商品コード 価格
1-2355-1301 3864940 ￥2,500

●⑪⑫と紙ナプキンのセットです。
紙ナプキンサイズ：420×420

Sabert（セイバート）
まるで本物の食器のような美しい高級ケータリング用食器

ミニフォーク（250入）�� ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格

③クリア　 CS50703 1-2355-0301 5032900 ￥3,250
④シルバー CS50725 1-2355-0401 5033100 ￥6,000
全長：95
材質：ポリスチレン（シルバーのみアルミコーティング）
耐熱温度：−18〜70℃

③ ④
ミニスプーン（250入）�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
①クリア　 CS50700 1-2355-0101 5032800 ￥3,250
②シルバー CS50724 1-2355-0201 5033000 ￥6,000
全長：95
材質：ポリスチレン（シルバーのみアルミコーティング）
耐熱温度：−18〜70℃

① ②

ソリア

ゼン�スプーン�（400入）�� ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格

⑤ホワイト�PS32350 1-2355-0501 4615400 ￥15,200
⑥ブラック�PS32353 1-2355-0601 4615500 ￥15,200
外寸：100×27×H17
材質：ポリスチレン　耐熱温度：−18〜70℃

⑥

⑤

エクセレンス（100入）�クリア� ■ﾀ1
ページコード 全長 商品コード 価格

⑦デザートナイフ　 CT10150 1-2355-0701 190 5067300 ￥2,900
⑧デザートフォーク CT10151 1-2355-0801 180 5067400 ￥2,700
⑨デザートスプーン�CT10162 1-2355-0901 170 5067510 ￥2,700
⑩コーヒースプーン CT10153 1-2355-1001 130 5067600 ￥1,900
材質：ポリスチレン　耐熱温度：−18〜70℃⑦ ⑧ ⑨ ⑩
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⑥�使い捨て�サラダ用フォーク�
（500入）07066
ページコード 商品コード 価格
1-2356-0601 2883910 ￥6,000
全長：150　材質：ポリスチレン

�袋入スプーン160�（100本入）
ページコード 商品コード 価格

⑲アイボリー 1-2356-1901 4370400 ￥1,050
⑳ブラック 1-2356-2001 4370410 ￥1,050
㉑クリア 1-2356-2101 4370420 ￥1,050
全長：160　材質：ポリスチレン
●�衛生的な1本ずつの個包装タイプ

⑲ ⑳ ㉑

�袋入フォーク160�（100本入）
ページコード 商品コード 価格

㉒アイボリー 1-2356-2201 4370450 ￥1,050
㉓ブラック 1-2356-2301 4370460 ￥1,050
㉔クリア 1-2356-2401 4370470 ￥1,050
全長：160　材質：ポリスチレン
●�衛生的な1本ずつの個包装タイプ

㉒ ㉓ ㉔

使い捨てスプーン・フォーク（1本袋入）●1本ずつ包装されていますのでとても衛生的です。※③、④、⑦～⑨は個包装ではございません。

①�使い捨て�スプーン�（100入）�
WM104S�07200

ページコード 商品コード 価格
1-2356-0101 2883200 ￥1,700
全長：150　材質：ポリスチレン

②�使い捨て�スポーク�（100入）�
WM103S�07204�

ページコード 商品コード 価格
1-2356-0201 2883300 ￥1,800
全長：150　材質：ポリスチレン

③ ④

③�使い捨て�アイス用スプーン�
透明�（500入）�＃120�07011

ページコード 商品コード 価格
1-2356-0301 2883500 ￥4,700
全長：120　材質：ポリスチレン

④�使い捨て�中スプーン�（A）�
透明�（1000入）�07012�

ページコード 商品コード 価格
1-2356-0401 2883600 ￥5,600
全長：100　材質：ポリスチレン

⑤ ⑥ ⑨⑧⑦

⑦�アイス用�スプーン（500入）�
＃120�07573

ページコード 商品コード 価格
1-2356-0701 7525900 ￥5,100
全長：120　材質：ポリスチレン

⑧�使い捨て�セルフフォーク�
No.616（100入）

ページコード 商品コード 価格
1-2356-0801 2913410 ￥2,400
31×140　材質：スチロール

⑨�使い捨て�セルフスプーン�
No.615（100入）

ページコード 商品コード 価格
1-2356-0901 2913510 ￥2,400
26×140　材質：スチロール

① ②

⑩�丸中スプーン（A）�
透明（100本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2356-1001 6955000 ￥520
全長：100　材質：ポリスチレン

⑪�特中スプーン��
アイボリー（100本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2356-1101 6955020 ￥980
全長：140　材質：ポリスチレン

⑬�特大スプーン��
アイボリー（100本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2356-1301 6955030 ￥1,060
全長：160　材質：ポリスチレン

⑫�大スプーン��
アイボリー（100本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2356-1201 6955040 ￥920
全長：130　材質：ポリスチレン

⑩ ⑪ ⑫ ⑬

⑭�フォーク��
透明（100本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2356-1401 6955050 ￥520
全長：100　材質：ポリスチレン

⑮�特中フォーク��
アイボリー（100本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2356-1501 6955060 ￥980
全長：140　材質：ポリスチレン

⑯�特大フォーク��
アイボリー（100本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2356-1601 6955070 ￥1,060
全長：160　材質：ポリスチレン

⑰�フォークスプーン（#140）�
アイボリー（100本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2356-1701 6955080 ￥990
全長：140　材質：ポリスチレン

⑱�フォークスプーン（#160）�
アイボリー（100本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2356-1801 6955090 ￥1,040
全長：160　材質：ポリスチレン

⑭ ⑮ ⑯ ⑱⑰

⑤�使い捨て�フォーク�（100入）��
WM102F�07206

ページコード 商品コード 価格
1-2356-0501 2883710 ￥1,360
全長：150　材質：ポリスチレン
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2357
自然から生まれ、土に還る環境にやさしい食器

③�Eco�One（エコワン）コップ
ページコード 容量 商品コード 価格

№2702 大 1-2357-0301 560㏄ φ90×H140 2912410 ￥650
№2701 小 1-2357-0302 280㏄ φ75×H100 2912420 ￥450
材質：ポリ乳酸樹脂

①Eco�One（エコワン）スプーン
ページコード 全長 商品コード 価格

№2601 大 1-2357-0101 195 2912210 ￥140
№2602 小 1-2357-0102 160 2912220 ￥90
材質：ポリ乳酸樹脂

②Eco�One（エコワン）フォーク
ページコード 全長 商品コード 価格

№2603 大 1-2357-0201 190 2912310 ￥140
№2604 小 1-2357-0202 160 2912320 ￥90
材質：ポリ乳酸樹脂

耐冷温度　−20℃
耐熱温度　50℃

⑨�木製�使い捨て�スプーン��
（100本入）

ページコード 全長 商品コード 価格
♯� 95 1-2357-0901  95 7834310 ￥650
WS-100 1-2357-0902 110 7834321 ￥680

小�WS-140 1-2357-0903 140 7834331 ￥1,050
♯165 1-2357-0904 165 7834341 ￥1,300

●間伐材を使用した、自然に優しいスプーン

♯95 WS-100 小 WS-140 ♯165

⑩�木製�使い捨て�フォーク��
（100本入）

ページコード 全長 商品コード 価格
小 ♯140 1-2357-1001 140 7834350 ￥1,050
大 ♯157 1-2357-1002 157 7834360 ￥1,300

●間伐材を使用した、自然に優しいスプーン

小 ♯140 大 ♯157

⑪�木製�使い捨て�ナイフ��
（100本入）

ページコード 全長 商品コード 価格
小 ♯140 1-2357-1101 140 7834370 ￥780
大 ♯165 1-2357-1102 165 7834380 ￥1,000

●間伐材を使用した、自然に優しいスプーン

小 ♯140 大 ♯165

袋入バイオプラ160�（100本入）��
ナチュラル�

ページコード 商品コード 価格
④スプーン 1-2357-0401 1251850 ￥1,650
⑤フォーク 1-2357-0501 1251860 ￥1,550
⑥フォークスプーン 1-2357-0601 1251870 ￥1,600
全長：160
材質：ポリスチレン（バイオマスプラスチック25％以上配合）
●1本ずつ個包装されているので衛生的です。

④ ⑤ ⑥

バイオマスプラスチック配合カトラリー

⑧�袋入バイオプラレンゲ140��
（100本入）�ナチュラル�

ページコード 商品コード 価格
1-2357-0801 1282910 ￥2,020

全長：140
材質： ポリスチレン 

（バイオマスプラスチック25％以上配合）
●1本ずつ個包装されているので衛生的です。

⑦�袋入バイオプラレンゲ130��
（100本入）�ナチュラル�

ページコード 商品コード 価格
1-2357-0701 1282900 ￥1,580

全長：130
材質： ポリスチレン 

（バイオマスプラスチック25％以上配合）
●1本ずつ個包装されているので衛生的です。

使い捨てスプーン・フォーク ※⑨～⑪は個包装ではございません。
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⑨プラスチックカップ
ページコード 容量 外寸 商品コード 価格

� 7オンス�2,500個入 1-2358-0901 220㏄ φ71×H  91 7527800 ￥40,500
� 9オンス�2,500個入 1-2358-0902 275㏄ φ77×H  93 7527900 ￥51,500
12オンス�1,000個入 1-2358-0903 360㏄ φ78×H120 7528000 ￥32,000
14オンス�1,000個入 1-2358-0904 420㏄ φ84×H122 7528100 ￥37,800
材質：ハイインパクト＋ポリスチレン　耐熱温度：60℃

⑧�ハードクリアカップ�
ページコード 容量 外寸 商品コード 価格

40個入 1-2358-0801 215㏄ φ79×H  70 4473500 ￥1,270
25個入 1-2358-0802 240㏄ φ70×H  90 4473510 ￥1,000
30個入 1-2358-0803 300㏄ φ80×H  90 4473520 ￥1,540
30個入 1-2358-0804 430㏄ φ85×H117 4473530 ￥1,700
材質：ポリスチレン　耐熱温度：70℃
●指で押しても潰れないハードタイプです。

⑥クリアカップ�（50個入）
ページコード 外寸 商品コード 価格

275㏄ 1-2358-0601 φ  78×H100 5582860 ￥700
330㏄ 1-2358-0602 φ  83×H108 5582850 ￥900
425㏄ 1-2358-0603 φ  90×H117 5582840 ￥1,150
545㏄ 1-2358-0604 φ100×H122 5582870 ￥1,300
材質：PET樹脂　耐熱温度：60℃

⑦�クリアカップ蓋�（100個入）�
ページコード 外寸 商品コード 価格

275㏄用 1-2358-0701 φ  83×H10 6878700 ￥690
330㏄用 1-2358-0702 φ  88×H10 6878800 ￥790
425㏄用 1-2358-0703 φ  95×H10 6878900 ￥860
545㏄用 1-2358-0704 φ105×H10 6879000 ￥970
材質：PET樹脂　耐熱温度：60℃

⑪�クリアカップ�3オンス��
（100個入）�C-9010G
ページコード 商品コード 価格
1-2358-1101 4370250 ￥1,200
φ61×58　容量：90㏄　材質：ポリエチレン

2オンス 3オンス

⑩クリアカップ（100個入）
ページコード 容量 外寸 商品コード 価格

2オンス 1-2358-1001 60㏄ φ52×H47 1521590 ￥680
3オンス 1-2358-1002 90㏄ φ62×H57 1523610 ￥700
材質：PET樹脂　耐熱温度：60℃

試飲用に最適です。

DK-1 操作が簡単で時間が節約できる自動カップシーラー機
カップをセットして押し込めば自動でカップシールが出来上がり！

①�カップシーラー��■ｻ4 �
ページコード 商品コード 価格

DK-1 1-2358-0101 1247550 ￥160,000
外寸：282×360×H535
電源：100V　50/60Hz
消費電力：340W
重力：21kg
カップ径：89/88㎜
※カップの形状によりご利用になれない場合もございます。
アタッチメントカップ径：76㎜
フィルムカッター刃：95㎜
カップ高さ：170㎜迄
最大温度：200℃
シール時間：約3秒
材質： 本体／鉄 

カップホルダー／アルミ
※冷専用です。
※ストローを突きさしてのご使用はできません。

温
度
目
安
表

PE（ポリエチレン） 170℃
PP（ポリプロピレン） 170～200℃
イージーピールフィルム 120～180℃
PET 160～200℃

※この温度はあくまで目安です。
　シール状況を確認しながら最適な温度設定を行ってください。

②�カップシーラー�専用フィルム��
PET容器用�130㎜×200m巻�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2358-0201 1247560 ￥10,200

カップシーラー専用�クリアカップ�（50個入）�
ページコード 容量 外寸 商品コード 価格

③12オンス 1-2358-0301 370㏄ φ89×H  97.5 1312440 ￥1,070
④14オンス 1-2358-0401 420㏄ φ89×H114.5 1312450 ￥1,090
⑤16オンス 1-2358-0501 480㏄ φ89×H134 1312460 ￥1,150
材質：A-PET

剥がしやす
い！

しっかり密着！
液体もこぼれません。

商品動画はこちら
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①ペーパーカップ
ページコード 容量 外寸 商品コード 価格

C-9080G 3オンス 1-2359-0101   80個入   90㏄ φ55   ×H57    4370300 ￥550
C-15100A-K 5オンス 1-2359-0102 100個入 150㏄ φ65.5×H73    4370310 ￥600
C-2080AA 7オンス 1-2359-0103   80個入 205㏄ φ72.6×H79.3 4370320 ￥600
C-27100A-K 9オンス 1-2359-0104 100個入 275㏄ φ76.8×H92.3 4370330 ￥860
材質：バージンパルプ

②�耐熱ペーパー��
ストロングカップ250㏄�
（40個入）�C2540ST
ページコード 商品コード 価格
1-2359-0201 4370240 ￥700
φ80×H84
容量：250㏄　材質：バージンパルプ
●表面を発泡断熱加工を施したコップです。

③ペーパーカップ�白�（50個入）
ページコード 容量 外寸 商品コード 価格

3オンス 1-2359-0301   90㏄ φ53×H55 5582820 ￥260
5オンス 1-2359-0302 150㏄ φ65×H74 5582810 ￥290
7オンス 1-2359-0303 210㏄ φ71×H80 5582800 ￥330
材質：バージンパルプ

④白無地紙コップ�
ページコード 容量 外寸 商品コード 価格

3オンス�100個入 1-2359-0401   90㏄ φ55×H55 5613610 ￥440
5オンス�100個入 1-2359-0402 150㏄ φ66×H75 5613710 ￥520
7オンス�� 50個入 1-2359-0403 210㏄ φ72×H80 5613820 ￥280
材質：紙パルプ100％

⑤紙コップ既製イルカ柄�（50個入）
ページコード 容量 外寸 商品コード 価格

5オンス 1-2359-0501 150㏄ φ66×H75 5613550 ￥310
7オンス 1-2359-0502 210㏄ φ72×H80 5613560 ￥330
材質：紙パルプ100％
※ ブルー・ピンクのアソートです。

⑥�ペーパーカップ�7オンス��
チェック柄（50個入）

ページコード 商品コード 価格
1-2359-0601 5582830 ￥360
容量：210㏄  材質：バージンパルプ

⑦�トーカン�非木材紙カップ��
272㏄�2,500個入

ページコード 商品コード 価格
1-2359-0701 7868000 ￥39,000
φ77×H92

⑨�紙カップ�未晒無地�（50個入り）�
ページコード 容量 外寸 商品コード 価格

� 9オンス 1-2359-0901 275㏄ φ80×H  92 1555400 ￥550
12オンス 1-2359-0902 360㏄ φ82×H112 1555410 ￥920
16オンス 1-2359-0903 520㏄ φ90×H125 1555420 ￥1,000
材質：ラミネート紙
●おしゃれで環境対応の未晒
●扱いやすい50個箱入

9オンス 12オンス 16オンス

⑧�未晒しカップ�（100個入）�
ページコード 容量 外寸 商品コード 価格

3オンス 1-2359-0801   90㏄ φ55×H58 4473602 ￥480
5オンス 1-2359-0802 150㏄ φ65×H73 4473612 ￥670
7オンス 1-2359-0803 210㏄ φ72×H82 4473622 ￥710
材質：バージンパルプ

⑩�エンボスカップ�（50個入）��
ホワイト�

ページコード 外寸 商品コード 価格
210㎖ 1-2359-1001 φ75×H81 7460800 ￥960
260㎖ 1-2359-1002 φ79×H93 7460900 ￥1,200
材質： バージンパルプ100％ 

内面／ポリエチレンラミネート加工
● 外エンボスであつくなりにくい、テイクアウトに最適です。
※ 蓋は⑪・⑫をご使用ください。

⑪�エンボスカップ��
210㎖用蓋�（50個入）��
リフトアップタイプ�
ページコード 商品コード 価格

白 1-2359-1101 7460810 ￥760
黒 1-2359-1102 7460820 ￥860
φ77×H19
材質：ポリスチレン

⑫�エンボスカップ��
260㎖用蓋�（50個入）��
リフトアップタイプ�
ページコード 商品コード 価格

白 1-2359-1201 7460910 ￥760
黒 1-2359-1202 7460920 ￥860
φ82×H19
材質：ポリスチレン
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①�追求品�紙コップホルダー��
（5個入）�PS-32
ページコード 商品コード 価格
1-2360-0101 1119100 ￥660
材質：ポリスチレン
耐熱温度：70℃
※�②ES-345紙コップに対応するホルダーです。

②�ES�ペーパーカップ�
（50個入）�ES-345
ページコード 商品コード 価格
1-2360-0201 1118910 ￥400
φ70（60）×H80
コップ容量：約210㏄
材質：バージンパルプ

④�インサートカップ�
（50個入）�DC-22
ページコード 商品コード 価格
1-2360-0401 1119410 ￥530
容量：205㏄
サイズ（1個）φ75×H80
材質：ポリスチレン
耐熱温度：70℃
※�専用ホルダー③DC-21Nに入れて使用
してください。

③�カップホルダー（5個入）�
DC-21N

ページコード 商品コード 価格
1-2360-0301 1119320 ￥800
サイズ（1個）φ70×H65
材質：ポリプロピレン
耐熱温度：80℃
※�カップは④をご使用ください。

⑭�コーヒーマドラー�
（100本入）�AL-732
ページコード 商品コード 価格
1-2360-1401 1119210 ￥420
全長：約130
材質：ポリスチレン

クリップマドラー�
MDC-100（100本入）

ページコード 商品コード 価格
⑫アイボリー 1-2360-1201 4370370 ￥300
⑬ブラック　 1-2360-1301 4370380 ￥300
全長：95
材質：ポリスチレン

⑫ ⑬

マドラースプーン�
MD-100（100本入）

ページコード 商品コード 価格
⑩アイボリー 1-2360-1001 4370350 ￥300
⑪ブラック　 1-2360-1101 4370360 ￥300
全長：130
材質：ポリスチレン

⑩ ⑪

⑰�エコ�ペーパーマドラー��
12F（400本入）�

ページコード 商品コード 価格
1-2360-1701 8280721 ￥1,000
φ8×120
材質：無塩素漂白パルプ

⑯�ウッドマドラー袋入り��
（100本入）�MDW-100P�
ページコード 商品コード 価格
1-2360-1601 4394000 ￥450
7×140

⑮�竹マドラー�
（100本入）�767004
ページコード 商品コード 価格
1-2360-1501 2592000 ￥260
7×140

⑨�使い捨て�インサ－トカップ�
（2,800枚入）��
ページコード 商品コード 価格
1-2360-0901 7009700 ￥26,000
φ80×75���223㏄
※�専用カップホルダー⑦・⑧に入れて使用してください。

�インサ－ト�カップホルダ－
カラー ページコード 商品コード 価格

⑦ブラック 1-2360-0701 7009500 ￥130
⑧ベージュ 1-2360-0801 7009600 ￥130
φ80×60（カップセット時の高さ82㎜）
材質：ポリプロピレン

⑦ ⑧

ペーパーカップホルダー��
205㎖用�（5個入）�

ページコード 商品コード 価格
⑤CH-5BK�ブラック 1-2360-0501 4370340 ￥680
⑥CH-5CL�クリア 1-2360-0601 4370390 ￥680
材質：ポリスチレン
●7オンス紙コップ専用ホルダーです。

⑥⑤



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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③カップディスペンサー専用�アダプター
70㎜口径（70〜71㎜） 赤 1-2361-0301

7807600 ￥5,800

72㎜口径（72〜76㎜） 黒 1-2361-0302
7807700 ￥5,800

76㎜口径（77〜81㎜） 白 1-2361-0303
7807800 ￥5,800

81㎜口径（80〜86㎜） 緑 1-2361-0304
7807900 ￥5,800

85㎜口径（86〜88㎜） 黄 1-2361-0305
7808000 ￥5,800

88㎜口径（89〜92㎜） 青 1-2361-0306
7808100 ￥5,800

95㎜口径（93〜96㎜） 紫 1-2361-0307
7808200 ￥5,800

※ ご注文の際にはアダプターの口径サイズをご指定ください。
　①、②専用です。

④�カップディスペンサー�ブルー
ページコード 商品コード 価格

5オンス用 CD-5DB 1-2361-0401 4370220 ￥3,700
7オンス用 CD-7DB 1-2361-0402 4370230 ￥3,700
外寸：146×160×H430
材質： 本体／ABS樹脂　筒部分／ポリエチレン
最大収納数：60個
質量：440g
取付方法： マグネット（ネジ止め用の穴もあります）
● カップ1個を簡単に衛生的に取り出せるスプリングボタン式

① ②
18-0�カップディスペンサー��

ページコード 商品コード 価格
①09032�マグネットタイプ 1-2361-0101 φ145×H635 7807400 ￥44,500
②09043�ネジ止めタイプ 1-2361-0201 φ145×H500 7807510 ￥41,000

●ご使用の際は③アダプターが必要です。（別売）

⑨リッドホルダー�� ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2361-0901 7027800 ￥10,400

120×120×H220  
※ 口径φ76〜φ108の蓋が入ります。

⑦�カップスタンド�ブルー�
CSD-1DB

ページコード 商品コード 価格
1-2361-0701 4370200 ￥1,300

φ104×H245　材質：ABS樹脂、ステンレス

⑧カップ�スタンド��■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2361-0801 7027700 ￥10,000

120×120  
※ 口径φ65〜φ94のカップが入ります。

オフィスやイベントで大活躍

⑥�カップコレクター�
（紙コップ専用ゴミ箱）  

ページコード 商品コード 価格
1-2361-0601 5613400 ￥6,000

サイズ：200×H1,000　材質：ABS樹脂
使用可能カップサイズ：10オンスまで可能
積載可能カップ数：150個
※ つぶれた紙コップは入れないでください。

ボタンをワンプッシュで１ヶずつ落下

⑬18-8�ストロースタンド
ページコード 商品コード 価格
1-2361-1301 1950300 ￥5,100

外寸：φ90×300

⑭�PCピック＆ストローホルダー
ページコード 商品コード 価格
1-2361-1401 8490300 ￥10,000

外寸：77×218×H160

紙製�カップホルダー（25枚入）
ページコード 商品コード 価格

⑩01251 1-2361-1001 4 ヶ入 177×150×H35 7528300 ￥1,500
⑪01252 1-2361-1101 6 ヶ入 260×150×H35 7528200 ￥1,700

※ 14オンス（φ65）までのカップが収納できます。

⑩

⑪

⑫�TRAEX�木目�ストローディスペンサー��
紙巻ストロー用�№3810-12�

ページコード 商品コード 価格
1-2361-1201 3339900 ￥32,100

外寸：230×210×H180 

⑮�絵柄入り�PBTストロー��
5本入�A�� ■ﾕ0

ページコード 商品コード 価格
1-2361-1501 1155890 ￥2,950

φ6×215

⑯�絵柄入り�PBTストロー��
6本入�B�� ■ﾕ0

ページコード 商品コード 価格
1-2361-1601 1156400 ￥3,540

φ6×215

⑰�絵柄入り�PBTストロー��
6本入�C�� ■ﾕ0

ページコード 商品コード 価格
1-2361-1701 1156410 ￥3,540

φ6×215

⑱�絵柄入り�PBTストロー��
6本入�D�� ■ﾕ0

ページコード 商品コード 価格
1-2361-1801 1156420 ￥3,540

φ6×215

⑤�プッシュ式カップホルダー�
ページコード 商品コード 価格

5オンス用 1-2361-0501 5613501 ￥6,000
7オンス用 1-2361-0502 5613502 ￥6,000

サイズ：120×140×H420　材質：ABS樹脂
※磁石による取り付け
●カップが自動的に下りてきて、衛生的に１つずつ取り出せます。
●２重構造でしっかりホールド。カップが揺れず安心です。
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トロピカルストロー�（200本入）�
ページコード 商品コード 価格

㊵ブラック 1-2362-4001 4473700 ￥410
㊶レッド 1-2362-4101 4473710 ￥410
㊷オレンジ 1-2362-4201 4473720 ￥410
㊸イエロー 1-2362-4301 4473730 ￥410

φ3.5×150㊸㊷㊶㊵

㉜�ストレートストロー��
紙袋入�（500本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2362-3201 5900210 ￥720

φ4.5×180 

ハート型ストロー�（200本入）�
ページコード 穴径 商品コード 価格

㊲ピンク 1-2362-3701 φ 6 2903200 ￥540
㊳赤 1-2362-3801 φ 6 2903210 ￥540
㊴ピンク 1-2362-3901 φ10 2903220 ￥2,000
全長：210

㉞�透明袋入りストロー�
（80本入）�ST-003

ページコード 商品コード 価格
1-2362-3401 2903400 ￥270

φ5×190

㉟�ミニストロー�
（100本入）�ST-004

ページコード 商品コード 価格
1-2362-3501 2903500 ￥200

φ4×160
●色込み

㊱�ボトルストロー�
透明袋入り（30本入）�ST-005

ページコード 商品コード 価格
1-2362-3601 2903600 ￥200

φ6×250

㉝�まがるストロー�
（100本入）�ST-001

ページコード 商品コード 価格
1-2362-3301 2903300 ￥190

φ6×210
●色込み

㉛�曲がるストロー��
OPP透明袋入り�（500本入）�

ページコード 商品コード 価格
1-2362-3101 5900000 ￥1,100

φ6×210
●色込み

㉚�極太�ストロー��
（200本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2362-3001 8269200 ￥3,200

φ15×210 
● タピオカにご使用できます。

㉙�ロングストロー��
紙袋入（500本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2362-2901 5900300 ￥880

φ4.5×210 

⑮�ストロー用��
お掃除ブラシ

ページコード 商品コード 価格
1-2362-1501 1560800 ￥300

サイズ：173
材質： 毛／ナイロン 

ハンドル／ステンレス

㉘�フレックスストロー��
紙袋入�（500本入）

ページコード 商品コード 価格
1-2362-2801 5900200 ￥950

φ6×210 
●首が曲げられます。
●色込み

カラーストロー�裸��
（500本入）�フレックス（曲り）

ページコード 商品コード 価格
⑳黒 1-2362-2001 7099600 ￥1,800
㉑赤 1-2362-2101 7099700 ￥1,800
㉒緑 1-2362-2201 7099800 ￥1,800
㉓透明 1-2362-2301 7099900 ￥1,800

φ6×210

⑳ ㉑ ㉒ ㉓
カラーストロー��
透明袋入り（500本入）�ストレート�

ページコード 商品コード 価格
㉔黒 1-2362-2401 7099220 ￥1,300
㉕赤 1-2362-2501 7099320 ￥1,300
㉖緑 1-2362-2601 7099420 ￥1,300
㉗透明 1-2362-2701 7099520 ￥1,300

φ6×210

㉕ ㉖ ㉗㉔

㊲ ㊳ ㊴

カラール�アルミストロー（曲り）�� ■カ2
ページコード 商品コード 価格

①シルバー　　　 1-2362-0101 1561570 ￥700
②ゴールド　　　 1-2362-0201 1561580 ￥700
③レッド　　　　 1-2362-0301 1561590 ￥700
④ブルー　　　　 1-2362-0401 1561600 ￥700
⑤ブラック　　　 1-2362-0501 1561610 ￥700
⑥ピンクゴールド 1-2362-0601 1561620 ￥700

φ6×216　表面加工：カラーアルマイト
● 熱伝導のよいアルミ製のストローですので、飲み物の冷たさが伝わります。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

アルミ

アルミ�クールストロー�
ページコード 商品コード 価格

⑦シルバー 1-2362-0701 1559350 ￥700
⑧ゴールド 1-2362-0801 1559360 ￥700
⑨ブルー 1-2362-0901 1559370 ￥700
⑩ピンク 1-2362-1001 1559380 ￥700
⑪ブラック 1-2362-1101 1560750 ￥700
⑫マリンブルー 1-2362-1201 1560760 ￥700

φ5.8×198
●繰り返し洗って使えます。
●熱伝導率の良いアルミ製

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

アルミ

アルミ�アイスコーヒーストロー�
ページコード 商品コード 価格

⑬グリーン 1-2362-1301 1559390 ￥700
⑭ブラック 1-2362-1401 1560770 ￥700

φ4×198
●繰り返し洗って使えます。
●熱伝導率の良いアルミ製

⑬ ⑭

アルミ

18-8�ステンレスストロー��
（ブラシ付）�

ページコード 商品コード 価格
⑯198㎜ 1-2362-1601 1560780 ￥700
⑰150㎜ 1-2362-1701 1560790 ￥640
口径：φ6
●繰り返し洗って使えます。

⑯ ⑰

ステンレス

紙ストロー�
ページコード 商品コード 価格

⑱裸　�（200本入）1-2362-1801 2501000 ￥1,550
⑲袋入�（500本入）1-2362-1901 2501010 ￥4,400

φ6×210
※30分を目安にご使用ください。

⑱ ⑲

紙




