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注文コード 外寸 横×縦　t=厚さ 標準価格 CD
05-0603-0101 250×100㎜　t=15㎜ ￥1,800 310455

木製サイン（横）
只今、営業中/只今、準備中 

し

                  

注文コード 外寸 横×縦　t=厚さ 標準価格 CD
05-0603-0201 250×100㎜　t=15㎜ ￥1,800 310456

木製サイン（横）
只今、商い中/只今、準備中 

す

                  

注文コード 外寸 横×縦　t=厚さ 標準価格 CD
05-0603-0301 250×100㎜　t=15㎜ ￥1,800 310457

木製サイン（横）OPEN/CLOSE せ

                  

材質／天然木 

注文コード 規格 外寸 横×縦 標準価格 CD
05-0603-0401 WD-233 220×120㎜￥3,000 310334

05-0603-0402 WD-234 220×120㎜￥3,000 310335

シンビ店頭サイン 

●WD-233/表:営業中　裏:終了しました　
　WD-234/表:OPEN　裏:CLOSED　
※商品の文字は焼印タイプです。

そ

WD-233

WD-234

                  

材質／芯材：紙
　　　表面素材：PVCシート/アクリル板付 

注文コード 規格 外寸 横×縦 標準価格 CD
05-0603-0501 赤 245×145㎜￥5,500 310231

05-0603-0502 茶 245×145㎜￥5,500 310232

05-0603-0503 緑 245×145㎜￥5,500 310233

05-0603-0504 黒 245×145㎜￥5,500 310234

シンビ店頭サイン MS-201 た

赤

茶

緑

黒                  

注文コード 外寸 横×縦　t=厚さ標準価格 CD
05-0603-0701 360×260㎜　t=2㎜￥2,000 310336

えいむオープン札 チャイナ 

●表:営業中　裏:準備中

つ

                  

注文コード 規格 外寸 横×縦 標準価格 CD
05-0603-0801 ブラック 360×260㎜￥2,000 310001

05-0603-0802 ホワイト360×260㎜￥2,000 310002

05-0603-0803 イエロー 360×260㎜￥2,000 310003

えいむオープン札 て

ブラックホワイト イエロー

                  

注文コード 外寸 横×縦 標準価格 CD
05-0603-0601 360×260㎜ ￥2,000 310004

05-0603-0602 360×260㎜ ￥2,000 310005

えいむ営業中札 ち

310004

310005

                  

材質／グレーアクリル特厚製 

注文コード 外寸 横×縦 標準価格 CD
05-0603-0901 200×200㎜ ￥2,000 310421

シンビ店頭サイン US-12 と

                  

（表）

シンプルサイン

（裏）

材質／グレーアクリル特厚製 

注文コード 外寸 横×縦 標準価格 CD
05-0603-1001 200×200㎜ ￥2,000 310400

シンビ店頭サイン US-13 ひ

                  

（表）

シンプルサイン

（裏）

表面：ツヤありタイプ
裏面：マットタイプ

注文コード 外寸 横×縦 標準価格 CD
05-0603-1201 100×420㎜ ￥2,300 310009

ひのき本日休業/営業中 P-106 へ

                  

注文コード 規格 外寸 横×縦　t=厚さ 標準価格 CD
05-0603-1401 中 No.3970 150×400㎜　t=20㎜ ￥3,800 310470

木製サインブラックシリーズ（縦）
心を込めて営業中/心を込めて準備中 

ま

                  

注文コード 外寸 横×縦 標準価格 CD
05-0603-1301 130×600㎜ ￥6,100 310013

ケヤキ 商い中/支度中 ほ

                  

注文コード 外寸 横×縦 標準価格 CD
05-0603-1101 280×720㎜ ￥8,500 310016

特大焼杉 営業中/準備中 ふ
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注文コード 規格 本体 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0604-0601 SS-03 400×400×H1000㎜ ￥41,000 309140

えいむ記名台 ち

●ボードサイズ:300×370㎜（クリップ付）                  

※上下、表裏使い可能
（両面印刷・ビス止め・文字かくし付）

注文コード 幅×高さ 標準価格 CD
05-0604-0701 300×H225㎜ ￥2,200 309141

えいむ記名台プレート SS-03P（ブラック） つ

                  

いらっしゃいませプレート付
（両面印刷・ビス止・文字かくし付）　
上下どちらでも付けられます。

白木タイプ
SS-031 けやきタイプ

SS-032

注文コード 規格 本体 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0604-0801 SS-031 400×400×H1000㎜ ￥44,000 604283

05-0604-0802 SS-032 400×400×H1000㎜ ￥44,000 604284

えいむ記名台 て

●ボードサイズ300×370㎜（クリップ付）                  

けやきタイププレート
取り付け例　

高さ調節アジャスター付

木の温かみを存分に生かした記名台の決定版　
便利なクリップ付　

白木タイプ けやきタイプ

材質／集成材　スチール焼付塗装 

注文コード 規格 本体 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0604-0901 白木タイプ 330×350×H1000㎜ ￥29,000 309142

05-0604-0902 けやきタイプ 330×350×H1000㎜ ￥29,000 309143

新・記名台 と

※天板にクリップ付　※ベースにアジャスター付 
※プレートは含まれておりません。

別売りの
プレートを
取付可能

両面にプリントしてあるので、記名台の天板の上下
どちらにでも取付け可能（取付けビス付）。
使用しない面が裏面から見えないよう文字かくし
シートも付いています。

材質／エンビマット板　●厚さ：1㎜ 

注文コード 幅×高さ 標準価格 CD
05-0604-1001 300×H200㎜ ￥1,800 309144

新・記名台用プレート ひ

※文字かくしシート付（両面テープ付）×1　 
※取付け用ビス×3本                 

注文コード 規格 外寸 横×縦　t=厚さ 標準価格 CD
05-0604-0101 小 No.3954 100×250㎜　t=15㎜ ￥1,800 310450

木製サイン（縦）
只今、元気に商い中/心を込めて準備中 

し
                  

注文コード 規格 外寸 横×縦　t=厚さ 標準価格 CD
05-0604-0201 小 No.3952 100×250㎜　t=15㎜ ￥1,800 310451

木製サイン（縦）
一生懸命営業中/心を込めて準備中 

す

                  

注文コード 規格 外寸 横×縦　t=厚さ 標準価格 CD
05-0604-0301 小 No.3953 100×250㎜　t=15㎜ ￥1,800 310452

木製サイン（縦）OPEN/CLOSE せ

                  

注文コード 規格 外寸 横×縦　t=厚さ 標準価格 CD
05-0604-0401 中 No.2567 150×400㎜　t=20㎜ ￥2,800 310453

木製サイン（縦）
感謝の気持ちで商い中/真心込めて仕度中 

そ
                  

注文コード 規格 外寸 横×縦　t=厚さ 標準価格 CD
05-0604-0501 中 No.2563 150×400㎜　t=20㎜ ￥2,800 310454

木製サイン（縦）
一生懸命営業中/がんばって仕込中 

た
                  

●ボードサイズ440×335㎜               
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コスト重視のタイプ。販促用に。

材質／ニレ材、マホガニー塗装仕上 

注文コード 本体 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0605-0101 530×550×H1070㎜ ￥4,000 309132

三角イーゼル し

※パネル受上下移動可 

注文コード 規格 本体 幅×高さ 標準価格 CD
05-0605-0301 OS-36-N ナチュラル 535×Ｈ1205㎜ ￥12,000 309043

05-0605-0302 OS-36BR スモーキーブラウン 535×Ｈ1205㎜ ￥13,000 309044

シンビ店頭メニューイーゼル せ

OS-36-N 
ナチュラル

OS-36BR 
スモーキーブラウン

●本体重量：4.0㎏                  

注文コード 本体 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0605-0401 410×450×Ｈ1140～1480㎜ ￥9,500 603742

木製L型イーゼル HECA-124 そ

                  

※マグネットは付きません。　※下部脚L型金具補強付

●パネル最大1100、受幅40㎜まで 　●重量：1.4㎏                

●両面マーカー用

注文コード 本体 幅×高さ 標準価格 CD
05-0605-0501 520×Ｈ1080㎜ ￥12,000 609001

えいむA型スタンドABS-14R た

●ボードサイズ：450×810㎜                

マーカー用

両　面

注文コード 規格 本体 幅×高さ×奥行 標準価格 CD
05-0605-0601 PAS-A1 655×H1150×575㎜ ￥27,000 604279

05-0605-0602 PAS-A2 480×H  880×550㎜ ￥23,000 604280

注文コード 規格 本体 幅×高さ×奥行 標準価格 CD
05-0605-0603 PAS-A3 460×H1000×337㎜ ￥13,000 604281

05-0605-0604 PAS-B2 560×H1000×550㎜ ￥24,000 604282

えいむブラックボード&ポスタースタンド ち

                  

●ブラックボード&ポスターOK ●雨天使用可 ●四面開閉可　
●マグネット使用可 ●透明カバー（ポリカーボネイト）使用

PAS-A1 PAS-A2

PAS-A3

PAS-B2

マーカー用

両　面

手書きのPOPが「あたたかみ」を感じさせます。
木製のナチュラルテイストマーカーボード。
おまけにリーズナブルなお値段!

材質／木製 

注文コード 本体 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0605-0701 518×520×H980㎜ ￥8,500 309152

A型マーカーボード（両面） つ

●マーカー用　●有効板面：445×H725㎜   

マーカー用

両　面

●マグネット使用可              

簡単な組立式です。
ネジ止め4ヶ所だけの組み立てです。

●本体重量：6.0㎏ 

注文コード 規格 本体 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0605-0201 OS-21-NW 小 480×500×H1175㎜ ￥16,000 309028

シンビ店頭メニューイーゼル す

550㎜ 

1175㎜                

両　面両　面 片　面
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マグネットが使えます。

                  

 

注文コード 規格 本体 奥行×幅×高さ 標準価格 CD
05-0606-0801 KIEI-645CG チョークグリーン 400×450×H780㎜ ￥16,100 309058

05-0606-0802 KIEI-645CB チョークブラック 400×450×H780㎜ ￥16,100 309059

05-0606-0803 KIEI-645MW マーカーホワイト 400×450×H780㎜ ￥16,100 309060

05-0606-0804 KIEI-645MB マーカーブラック 400×450×H780㎜ ￥16,100 309061

05-0606-0805 KIEI-645MG マーカーグリーン 400×450×H780㎜ ￥16,100 309062

05-0606-0806 KIEI-645BOR 取替用ボード     3×450×H565㎜ ￥ 6,500 309063

黒板キエイ 645 

※天然の無垢素材を使っておりますので、節・欠けなどが出ることがあります。

て

                  

 

注文コード 本体 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0606-0901 550×650×Ｈ940㎜ ￥2,280 603752

スタンド黒板用透明カバー TBCV-155 と

マーカー用

チョーク用

 

注文コード 規格 本体 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0606-0101 茶 YKBD103-1 600×520×H1040㎜ ￥14,000 603744

05-0606-0102 青 YKBD103-2 600×520×H1040㎜ ￥14,000 603745

マーカー用スタンド黒板 マグネット対応 し

●面板サイズ：480×770㎜　●マグネット使用可               

青 YKBD103-2茶 YKBD103-1

マーカー用

片　面

和風タイプスタンド黒板
（両面黒板）TBD70-2

                  

 ●チョーク用

注文コード 本体 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0606-0401 520×580×H1090㎜ ￥9,500 603749

和風タイプスタンド黒板（両面黒板）
TBD70-2 

そ

チョーク用

両　面

洋風タイプスタンド黒板
（両面ホワイトボード）マグネット対応 TBD70-3

●マーカー用

注文コード 本体 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0606-0501 520×580×H1090㎜ ￥9,500 603750

洋風タイプスタンド黒板（両面ホワイトボード）
マグネット対応 TBD70-3 

た

●マグネット使用可                

マーカー用

両　面

●ES-1-B：ブラックボード・マーカーペン用
●ES-1-C：黒板・黒板チョーク用

注文コード 規格 本体 幅×高さ 標準価格 CD
05-0606-0701 ES-1-B 両面 520×H1005㎜ ￥9,800 309050

05-0606-0702 ES-1-C 両面 520×H1005㎜ ￥9,800 309051

シンビ店頭メニュースタンド つ

●ボードサイズ：450×730㎜                

ES-1-C 両面ES-1-B 両面

マーカー用 チョーク用

両　面 両　面

●マーカー仕様：ブラックボード、マーカータイプ、マグネット対応
●チョーク仕様：ブラックボード、チョークタイプ、マグネット対応

しません。

注文コード 規格 本体 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0606-0601 49443 マーカー仕様 520×380×H1010㎜ ￥12,300 307071

05-0606-0602 49442 チョーク仕様 520×380×H1010㎜ ￥10,500 307072

メニュースタンド A型看板両面タイプ ち

                  

マーカー用

チョーク用

両　面

両　面

 

注文コード 規格 本体 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0606-0201 TBD80-1 500×430×H860㎜ ￥7,500 603746

マーカー用スタンド黒板 マグネット対応 す

●面板サイズ：680×430㎜　●マグネット使用可               

マーカー用

両　面

 

注文コード 本体 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0606-0301 510×510×H810㎜ ￥8,000 603743

赤枠スタンド黒板マーカー・チョーク兼用 
スタンド黒板 MCBD81-1 

ボード部分はブラックボー
ド用マーカー・チョーク兼
用で書き消し自由！店内や
軒下に置いてお客様への
オススメやメッセージボー
ドとして。

せ

●面板サイズ：450×595㎜                

マーカー・チョーク用

両　面
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注文コード 規格 本体 縦×横×厚さ 標準価格 CD
05-0607-0301 KS-10N 465×315×30㎜ ￥4,000 309160

05-0607-0302 KS-11N 615×465×30㎜ ￥6,600 309161

05-0607-0303 KS-12N 915×615×30㎜ ￥9,600 309162

木製フレームマーカーボード 

●マグネットが付けられます。

せ

片　面 

マーカー用                 

KS-10NKS-11NKS-12N

店舗内の掲示板、メニューボードとしてオススメ

材質／木製 

注文コード 規格 本体 幅×高さ 標準価格 CD
05-0607-0101 205G-43004　S   450×H300㎜ ￥ 1,250 309180

05-0607-0102 205G-43003　M   600×H450㎜ ￥ 2,300 309181

05-0607-0103 205G-43002　L   900×H600㎜ ￥ 4,500 309182

05-0607-0104 205G-42999　LL 1200×H900㎜ ￥10,500 309183

木製黒板（ブラック）受けナシ し

205G-43004　S

205G-42999　LL

205G-43003　M

205G-43002　L

片　面 

チョーク用                 

 ●マーカー用。マグネット付けられます。白マーカー１本付

注文コード 規格 幅×高さ　厚さ 標準価格 CD
05-0607-0401 小 SR-22 450×600㎜　22㎜　 ￥5,000 602704

05-0607-0402 大 SR-23 600×900㎜　22㎜　 ￥8,000 602705

シンビ店頭販促用品 焼杉枠ブラック面メニューボード そ

                  

マーカー用

片　面

 

注文コード 規格 板面 幅×高さ 標準価格 CD
05-0607-0601 NEO456-MG 605×H405㎜ ￥10,700 309074

05-0607-0602 NEO609-MG 905×H600㎜ ￥15,500 309075

壁掛用ネオカラーボード ち

                  

マーカー用

片　面

 

注文コード 規格 幅×厚さ×高さ 標準価格 CD
05-0607-0501 WBD348 450×18×H300㎜ ￥2,100 603759

05-0607-0502 WBD564 600×18×H450㎜ ￥3,800 603760

05-0607-0503 WBD960 900×18×H600㎜ ￥7,500 603761

両面黒板（マーカー用）マグネット対応 

●マグネットOK　●ひも・取手金具付

た

WBD348 WBD564

WBD960

                  

マーカー用

両　面

 

注文コード 規格 幅×厚さ×高さ 標準価格 CD
05-0607-0201 黒 BD354-1 450×20×H300㎜ ￥1,500 603753

05-0607-0202 緑 BD354-2 450×20×H300㎜ ￥1,500 603754

05-0607-0203 黒 BD456-1 600×20×H450㎜ ￥2,300 603755

05-0607-0204 緑 BD456-2 600×20×H450㎜ ￥2,300 603756

05-0607-0205 黒 BD6090-1 900×20×H600㎜ ￥4,000 603757

05-0607-0206 緑 BD6090-2 900×20×H600㎜ ￥4,000 603758

黒板（チョーク用） 

●ひも・取手金具付

す

黒

                  

チョーク用

片　面

緑
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材質／フレーム:白木　裏板:ベニア　ボード面:ニューホワイト 

注文コード 規格 本体 幅×高さ 標準価格 CD
05-0608-0101 W450 450×H300㎜ ￥4,200 309200

05-0608-0102 W600 600×H450㎜ ￥5,600 309201

05-0608-0103 W900 900×H600㎜ ￥8,900 309202

ウッドフレームホワイトボード 

ロングセラーシンプルで頑丈な造り。

し

片　面 

マーカー用                 

注文コード 標準価格 CD
05-0608-0601 ￥1,800 309122

シンビZ-PMA-510V-60 蛍光マーカー6本セット ち

                  

注文コード 規格 全長 標準価格 CD
05-0608-0701 Q-PM-KU（黒） 126㎜ ￥110 309240

05-0608-0702 Q-PM-AO（青） 126㎜ ￥110 309241

05-0608-0703 Q-PM-AK（赤） 126㎜ ￥110 309242

マーカーペン M 

●ホワイトボード用

つ

                  

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0608-0901 Q-IM 105×30×H55㎜ ￥330 309250

05-0608-0902 Q-IL 135×30×H55㎜ ￥440 309251

イレーザーM　（ホワイトボード用） と

Q-IM

Q-IL

                  

材質／アルコール類・界面活性剤 

注文コード 内容量 標準価格 CD
05-0608-1101 60㎖ ￥ 600 309266

ボードクリーナー ふ

                  

注文コード 規格 外径 標準価格 CD
05-0608-0801 Q-M15 φ15㎜ ￥190 309270

05-0608-0802 Q-M20 φ20㎜ ￥210 309271

カラーマグネット 

赤、緑、黄、白、青、橙の6ヶセット

て

Q-M15 Q-M20

                  

注文コード 規格 全長 標準価格 CD
05-0608-1001 M 130㎜ ￥300 309263

05-0608-1002 L 167㎜ ￥400 309264

ダストレス　ラーフル ひ

                  

注文コード 規格 板面 幅×高さ（t=板厚）標準価格 CD
05-0608-0201 WO-NH456   650×H530㎜（t=25㎜）￥12,000 309076

05-0608-0202 WO-NH609   950×H680㎜（t=25㎜）￥19,000 309077

05-0608-0203 WO-NH912 1250×H980㎜（t=25㎜）￥28,000 309078

ウットーマーカーホワイト す

                  

マーカー用

片　面

注文コード 規格 幅×厚さ×高さ 標準価格 CD
05-0608-0401 APB-302 300×1×H217㎜ ￥380 603762

05-0608-0402 くさり付 APB-303 300×1×H217㎜ ￥550 603763

05-0608-0403 APB-443 445×1×H300㎜ ￥650 603764

05-0608-0404 くさり付 APB-444 445×1×H300㎜ ￥800 603765

POPボード（マーカー用） そ

                  

マーカー用

片　面

注文コード 規格 板面 幅×高さ×厚さ　重量 標準価格 CD
05-0608-0501 FRA-456 600×H450×15㎜　1.3㎏ ￥6,300 309230

05-0608-0502 FRA-609 900×H600×15㎜　2.4㎏ ￥9,800 309231

エフラ 

●スチールホワイト無地

た

                  

マーカー用

片　面

注文コード 規格 板面 幅×高さ 標準価格 CD
05-0608-0301 H345 450×H300㎜ ￥ 5,000 309068

05-0608-0302 H456 600×H450㎜ ￥ 7,500 309069

05-0608-0303 H609 900×H600㎜ ￥12,500 309070

壁掛用ホーローホワイトボード無地 せ

                  

マーカー用

片　面
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材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-0701 K045 ￥5,800 432029

つ

                  

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-0801 K004 ￥2,800 432004

て

                  

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-1001 K018 ￥3,600 432018

ひ

                  

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-1201 K019 ￥3,800 432019

へ

                  

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-1801 K023 ￥3,200 433002

も

                  

材質／テトロンポンジ 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-0901 JF-115 ￥3,600 622077

と

                  

材質／テトロンポンジ 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-1101 JF-117 ￥3,600 622075

ふ

                  

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-0101 K060 ￥5,800 432044

のぼり　600×H1800㎜ 各種別注承ります。お問い合わせください。

し

                  

チャイニーズレストラン 

熱烈歓迎 

材質／テトロンポンジ 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-1301 JF-307 ￥3,600 622066

ほ

                  

鉄板焼 

材質／テトロンポンジ 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-1901 WF-103 ￥3,600 622083

や

                  

本格派パスタ 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-0201 K062 ￥5,800 432046

す

                  

中国茶 

中華料理 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-1401 K024 ￥3,000 433003

ま

                  

焼肉 

材質／テトロンポンジ 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-2001 WF-205 ￥3,600 622084

ろ

                  

ピザ 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-0301 K061 ￥5,800 432045

せ

                  

点心飲茶 

お好み焼き 

材質／テトロンポンジ 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-1501 WF-102 ￥3,600 622074

み

                  

焼肉 

材質／テトロンポンジ 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-2101 JF-110 ￥3,600 622046

わ

                  

寿司 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-0401 K039 ￥5,800 432023

そ

                  

中華ダイニング 

お好み焼き 

材質／テトロンポンジ 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-1601 WF-201 ￥3,600 622068

む

                  

ステーキ 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-2201 K014 ￥2,800 432014

ん

                  

うなぎ 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-0501 K042 ￥5,800 432026

た

                  

創作中華 

たこ焼き 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-1701 K021 ￥3,000 432021

め

                  

やきとり 

材質／テトロンポンジ 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-2301 JF-121 ￥3,600 622100

ゐ

                  

おでん 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-0601 K043 ￥5,800 432027

ち

                  

中国家庭料理 

たこ焼き 

とんかつ 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0609-2401 K025 ￥4,400 433004

ゑ

                  

鍋物 
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材質／テトロンポンジ 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-0101 OF-710 ￥3,200 622062

のぼり　600×H1800㎜ 各種別注承ります。お問い合わせください。

し

                  

只今営業中 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-0201 K034 ￥1,920 433013

す

                  

いらっしゃいませ 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-0301 K008 ￥3,500 432008

せ

                  

そば・うどん 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-0401 K006 ￥3,850 432006

そ

                  

うどん 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-0501 K007 ￥3,850 432007

た

                  

そば 

材質／テトロンポンジ 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-0601 JF-116 ￥3,600 622076

ち

                  

焼そば 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-0701 K017 ￥3,200 432017

つ

                  

やきそば 

材質／テトロンポンジ 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-0801 CF-501 ￥3,200 622025

て

                  

ラーメン 

材質／テトロンポンジ 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-0901 CF-502 ￥3,600 622026

と

                  

ラーメン 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-1001 K001 ￥3,600 432001

ひ

                  

ラーメン 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-1101 3110 ￥1,900 432115

ふ

                  

こだわり
らーめん 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-1201 501 ￥2,800 432116

へ

                  

味自慢
ラーメン 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-1301 21014 ￥2,800 432117

ほ

                  

らーめん 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-1401 8078 ￥2,400 432119

ま

                  

こだわり
ラーメン 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-1501 5022 ￥3,400 432120

み

                  

つけ麺 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-1601 8081 ￥3,400 432121

む

                  

自慢の
つけ麺 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-1701 8080 ￥3,400 432122

め

                  

こだわり
つけ麺 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-1801 K005 ￥4,800 432005

も

                  

冷し中華 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-1901 5021 ￥3,400 432123

や

                  

冷し中華
やってます 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-2001 3114 ￥3,400 432124

ろ

                  

当店自慢
冷し中華 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-2101 3115 ￥3,400 432125

わ

                  

自慢の味冷し
ラーメン 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-2201 3124 ￥3,400 432126

ん

                  

こだわり
冷坦々麺 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0610-2301 3112 ￥3,400 432127

ゐ

                  

冷しつけ麺 
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棒袋仕様  
ラーメン 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-1301 3046 ￥3,800 432100

Rのぼり　610×2150㎜

ほ

                  

棒袋仕様  
つけ麺 

棒袋仕様  
冷し中華 

棒袋仕様 自慢の 
らーめん 

棒袋仕様  拉麺 
らーめん 

棒袋仕様 ラーメン 
激旨 

材質／ポリエステル

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-0101 602 ￥2,800 432118

し

                  

餃子・ラーメン 

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-0201 K003 ￥3,400 432003

す

                  

のぼり

材質／綿100% 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-0301 K002 ￥3,600 432002

せ

                  

こだわり手造り
ギョーザ 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-0401 2366 ￥3,300 432128

そ

                  

絶品自慢の
ギョーザ 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-0501 8090 ￥3,400 432129

た

                  

当店自慢ギョウザ 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-0701 2123 ￥3,400 432130

つ

                  

当店自慢手造り
チャーシュー 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-0801 2124 ￥3,400 432131

て

                  

当店自慢炒飯 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-0901 3122 ￥3,400 432132

と

                  

本格こだわり
チャーハン 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-1001 3123 ￥3,400 432133

ひ

                  

ダシにとことん
こだわります 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-1101 7122 ￥2,800 432134

ふ

                  

スープにとことん
こだわります 

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-1201 7123 ￥2,800 432135

へ

                  

材質／テトロンポンジ 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-0601 CF-504 ￥3,600 622024

ち

                  

 

注文コード 規格 伸縮幅 標準価格 CD
05-0611-1901 グリーン 1500～3000㎜ ￥2,000 382007

スチール製竿（伸縮自在） や

                  

材質／スチール 

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0611-2001 小 300×300×H420㎜ ￥5,600 433018

05-0611-2002 大 450×450×H420㎜ ￥6,600 433017

のぼり竿用スタンド ろ

                  

材質／ポリウレタン 

注文コード 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0611-2101 400×400㎜ ￥6,600 433080

注水型のぼり竿用スタンド わ

                  

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-1401 3047 ￥3,800 432101

ま

                  

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-1501 3048 ￥3,800 432102

み

                  

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-1601 21286 ￥3,800 432103

む

                  

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-1701 21287 ￥3,800 432104

め

                  

材質／ポリエステル

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0611-1801 21288 ￥3,800 432105

も

                  

600×H1800㎜

ギョーザ ギョーザ 激旨ラーメン餃子 

各種別注承ります。お問い合わせください。
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材質／ビニール製 

注文コード 規格 直径×高さ 標準価格 CD
05-0612-0101 9076 φ240×H520㎜￥2,800 432144

9長デザイン2面 ラーメン CHN

ちょうちん

し

                  

材質／ビニール製 

注文コード 規格 直径×高さ 標準価格 CD
05-0612-0201 9136 φ240×H520㎜￥2,800 432145

9長デザイン2面 らーめん CHNす

                  

材質／ビニール製 

注文コード 規格 直径×高さ 標準価格 CD
05-0612-0301 9078 φ240×H520㎜￥2,800 432146

9長デザイン2面 中華そば CHNせ

                  

材質／ビニール製 

注文コード 規格 直径×高さ 標準価格 CD
05-0612-0401 9077 φ240×H520㎜￥2,800 432147

9長デザイン2面 ギョーザ CHNそ

                  

材質／ビニール製 

注文コード 規格 直径×高さ 標準価格 CD
05-0612-0501 9104 φ330×H600㎜ ￥3,800 432148

12号デザイン2面 ラーメン CHNた

                  

材質／ビニール製 

注文コード 規格 直径×高さ 標準価格 CD
05-0612-0601 9146 φ330×H600㎜ ￥3,800 432149

12号デザイン2面 ラーメン CHNち

                  

材質／ビニール製 

注文コード 規格 直径×高さ 標準価格 CD
05-0612-0701 9111 φ420×H700㎜ ￥5,800 432150

15号デザイン2面 ラーメン CHNつ

                  

材質／天竺木綿　共チチ仕立て 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0612-0801 7572 1700×H600㎜ ￥6,600 432151

味自慢ラーメン 

のれん

て

                  

材質／天竺木綿　共チチ仕立て 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0612-0901 3423 1700×H600㎜ ￥6,600 432152

味自慢ラーメン と

                  

材質／天竺木綿　共チチ仕立て 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0612-1001 3422 1700×H600㎜ ￥6,800 432153

味自慢らーめん ひ

                  

材質／天竺木綿　共チチ仕立て 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0612-1101 7573 1700×H600㎜ ￥6,600 432154

味自慢らーめん ふ

                  

材質／天竺木綿　共チチ仕立て 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0612-1201 1122 1700×H600㎜ ￥6,800 432155

らーめん へ

                  

材質／天竺木綿　共チチ仕立て 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0612-1301 3426 1700×H600㎜ ￥6,600 432156

中華そば ほ

                  

材質／天竺木綿　共チチ仕立て 

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0612-1401 7802 1700×H450㎜￥6,800 432157

らあめん 

綿のれん ショートタイプ

ま

                  

材質／天竺木綿　共チチ仕立て 

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0612-1501 7801 1700×H450㎜￥6,800 432158

らあめん み

                  

材質／天竺木綿　共チチ仕立て 

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0612-1601 7804 1700×H450㎜￥6,600 432159

らあめん む

                  

材質／天竺木綿　共チチ仕立て 

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0612-1701 7803 1700×H450㎜￥6,600 432160

らあめん め
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材質／18-0ステンレス 

注文コード 外寸縦×横×高さ　重量 標準価格 CD
05-0613-0101 332×338×H840㎜　8.5㎏ ￥122,000 344064

傘ぽん KP-96 

●付属品:専用かさ袋2,000枚　
●最大2,000枚までセット可能。

し

                  

材質／18-0ステンレス 

注文コード 外寸縦×横×高さ　重量 標準価格 CD
05-0613-0201 288×338×H840㎜　7.0㎏ ￥105,000 344065

傘ぽん KP-99（スリムタイプ） 

●付属品:専用かさ袋600枚　
●最大600枚までセット可能。

す

                  

材質／18-0ステンレス 

注文コード 外寸縦×横×高さ　重量 標準価格 CD
05-0613-0301 448×302×H840㎜　13.0㎏ ￥148,000 344066

傘ぽん KP-99CB（ダストボックスタイプ） 

●付属品:専用かさ袋600枚　
●最大600枚までセット可能。　
●使用済のかさ袋が捨てられるダストボックス付。

せ

                  

材質／18-0ステンレス 

注文コード 外寸縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0613-0501 505×319×H840㎜ ￥198,000 603637

傘ぽん KP-09SS(折りたたみ傘用一体タイプ) た

●重量：15.5kg　●収容数：長傘用600枚/折りたたみ傘用600枚
●付属品 傘袋：長傘用400枚/折りたたみ傘用400枚付                

材質／高密度ポリエチレン 

注文コード 規格 縦×横　厚み 標準価格 CD
05-0613-0601 2,000枚入 110×750㎜ 0.015㎜ ￥ 7,950 344068

05-0613-0602 4,000枚入 110×750㎜ 0.015㎜ ￥15,900 344069

傘ぽん 専用ビニール袋 

スピーディーで簡単なかさ袋交換
1.開ける　ヘッドとボディ側面開口部を開けます。
2.セット　 ピンに詰替え用袋をセットします。　
3.閉める　ボディ側面開口部を閉めます。
4.完了

ち

                  

材質／ボディ:スチールパイプメラミン焼付
　　　内容器:再生PP100%（25ℓ） 

注文コード 規格 幅×奥行×高さ　重量 標準価格 CD
05-0613-0701 EL 324×461×H1100㎜　4.3㎏ ￥20,000 344210

傘入れ袋スタンド つ

                  

材質／ボディ:スチールパイプメラミン焼付
　　　内容器:再生PP100%（25ℓ） 

注文コード 規格 幅×奥行×高さ　重量 標準価格 CD
05-0613-0801 EW 360×354×H1100㎜　3.5㎏ ￥20,000 344211

傘入れ袋スタンド て

                  

材質／高密度ポリエチレン 

注文コード 規格 縦×横　厚み 標準価格 CD
05-0613-0901 200枚入 U-03 750×120㎜ 0.012㎜ ￥730 344110

紐付傘袋HDPE 半透明 と

                  

材質／ビニール 

注文コード 規格 縦×横 標準価格 CD
05-0613-1001 ブラック 650×150㎜ ￥650 609010

05-0613-1002 レッド 650×150㎜ ￥650 609011

05-0613-1003 紺 650×150㎜ ￥650 609012

05-0613-1004 クリア 650×150㎜ ￥600 609013

えいむカサ袋 UB-1 ひ

                  

材質／ビニール （約4～5本用）

注文コード 規格 縦×横 標準価格 CD
05-0613-1101 ブラック 270×665㎜ ￥1,100 609014

05-0613-1102 レッド 270×665㎜ ￥1,100 609015

05-0613-1103 紺 270×665㎜ ￥1,100 609016

05-0613-1104 クリア 270×665㎜ ￥ 900 609017

えいむカサ袋 UB-3 ふ

                  

材質／スチール（クロームメッキ） 
●カサ袋が20～30枚掛けられます。

注文コード ベース径×高さ 標準価格 CD
05-0613-1201 φ400×H1070㎜ ￥40,000 609009

えいむカサ袋ハンガー UBS-11 へ

                  

材質／18-0ステンレス 

注文コード 外寸縦×横×高さ　重量 標準価格 CD
05-0613-0401 350×400×H840㎜　18.5㎏ ￥158,000 344067

傘ぽん KP-03GS 

●付属品:専用かさ袋600枚　
●最大600枚までセット可能。　

そ

                  

※シーンによって回転させるだけ。
　ゴミ箱と傘ぽんが一体になっているので狭いところもOK!

回転させると早変わり
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材質／フレーム:スチールアクリル焼付　シート:PVC 

注文コード 規格 　　　 幅×奥行×高さ　　  重量 標準価格 CD
05-0614-0101 12本立 370×260×H480㎜　1.9㎏ ￥5,100 344312

ミニ傘立角型 

折りたたみ式

し

                  

材質／本体:スチール（焼付塗装+クロームメッキ）　受皿:再生ポリプロピレン100% 

注文コード 規格 幅×奥行×高さ　重量 標準価格 CD
05-0614-0201 12本立 391×266×H500㎜　4.2㎏ ￥10,600 344300

05-0614-0202 24本立 523×366×H500㎜　6.0㎏ ￥14,900 344301

05-0614-0203 36本立 760×366×H500㎜　7.7㎏ ￥18,500 344302

05-0614-0204 48本立 996×366×H500㎜　9.6㎏ ￥23,400 344303

05-0614-0205 60本立 1234×366×H500㎜　11.2㎏ ￥30,000 344304

折りたたみ式傘立A型 

コンパクトに折りたためて、組立も簡単!

●折りたたみ時厚さ:約10㎝

す

                  

材質／フレーム・水受皿:スチールメラミン焼付　シート:再生PVC82%　鍵受:再生ABS50% 

注文コード 規格 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0614-0301 F-30(30本立) 1248×263×H867㎜ ￥ 67,200 344061

05-0614-0302 F-45(45本立) 1248×383×H867㎜ ￥ 91,400 344062

05-0614-0303 F-60(60本立)(マスターキー付) 1248×503×H867㎜ ￥115,000 344063

アンブラーF 

ワンタッチロック式のシンプルなフレームタイプの錠付傘立て。
アミューズメント施設などに。

せ

●重量：約16kg                  

材質／フレーム:スチールアクリル焼付　シート:PVC 

注文コード 規格 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0614-0401 8本立 750×130×H450㎜ ￥27,500 344310

05-0614-0402 16本立 750×200×H450㎜ ￥33,000 344311

アンブラーBR そ

                  

材質／フレーム:ステンレス　シート:PVC 

注文コード 規格 幅×奥行×高さ　重量 標準価格 CD
05-0614-0501 YSA-12（12本立） 440×350×H540㎜　2.5㎏ ￥16,500 344011

アンブラー YA-02L-SA 

折りたたみ式

た

                  

材質／フレーム:ステンレス　シート:PVC 

注文コード 規格 幅×奥行×高さ　重量 標準価格 CD
05-0614-0601 YSA-24（24本立） 790×350×H540㎜　4.5㎏ ￥27,000 344012

アンブラー YA-03L-SA 

折りたたみ式

ち
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材質／アクリル 

注文コード 規格 外寸 幅×高さ 標準価格 CD
05-0615-0601 ESS-1･Bスライドタイプ大 210×H150㎜ ￥1,400 602580

05-0615-0602 ESS-2･Bスライドタイプ中 180×H130㎜ ￥1,300 602581

05-0615-0603 ESS-3･Bスライドタイプ小 150×H100㎜ ￥1,100 602582

05-0615-0604 ESS-4･Bスライドタイプ縦型 120×H185㎜ ￥1,200 602583

05-0615-0605 ESS-5･Bスライドタイプ縦型(葉書サイズ) 100×H157㎜ ￥1,000 602584

シンビメニュースタンド ち

ESS-1･Bスライドタイプ大

ESS-3･Bスライドタイプ小ESS-4･B
スライドタイプ縦型

ESS-5･B
スライドタイプ縦型
(葉書サイズ)

ESS-2･Bスライドタイプ中

TS-100クリア

TS-102クリア

TS-105クリア

TS-101クリア

TS-104クリア
TS-103クリア

材質／アクリル 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0615-0101 TS-100クリア 257×H182㎜ ￥2,400 608820

05-0615-0102 TS-101クリア 210×H152㎜ ￥1,100 608821

05-0615-0103 TS-102クリア 182×H130㎜ ￥ 900 608822

05-0615-0104 TS-103クリア 148×H107㎜ ￥ 700 608823

05-0615-0105 TS-104クリア 107×H148㎜ ￥ 700 608824

05-0615-0106 TS-105クリア 128×H182㎜ ￥ 900 608825

えいむメニュースタンド し

                  

スライド-10

スライド-10は、
はがきサイズです。

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0615-0701 スライド-10 100×H157㎜ ￥1,600 310302

シンビメニュースタンド つ

                  

RA-4 RA-3
RA-2

RA-1

材質／PET素材 

注文コード 規格 外寸 幅×高さ 標準価格 CD
05-0615-0301 RA-1 210×H150㎜ ￥1,100 310306

05-0615-0302 RA-2 180×H130㎜ ￥ 920 310307

05-0615-0303 RA-3 150×H100㎜ ￥ 780 310308

05-0615-0304 RA-4 100×H150㎜ ￥ 730 310309

シンビメニュースタンド せ

                  

●シンプルで安価なクリヤーメニュースタンド

R-3 R-2
R-1

R-9

R-4

材質／PET素材 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0615-0401 無地 R-1 210×H150㎜ ￥1,500 307035

05-0615-0402 無地 R-2 180×H130㎜ ￥1,400 307036

05-0615-0403 無地 R-3 150×H100㎜ ￥1,300 307037

05-0615-0404 無地 R-4 100×H150㎜ ￥ 900 307038

05-0615-0405 無地 R-9 260×H185㎜ ￥2,200 307039

シンビメニュースタンド そ

                  

中

大

タテ型 小

材質／PET素材 

注文コード 規格 外寸幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0615-0501 SL-6 小 150×35×H100㎜ ￥600 310312

05-0615-0502 SL-5 中 180×40×H130㎜ ￥660 310311

05-0615-0503 SL-4 大 210×50×H150㎜ ￥860 310310

05-0615-0504 SL-7 タテ型 90×60×H145㎜ ￥820 310313

シンビメニュースタンド た

                  

材質／アクリル 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0615-0201 TS-101（大）ブラック 210×H152㎜ ￥1,800 310571

05-0615-0202 TS-101（大）ピンク 210×H152㎜ ￥1,800 310572

05-0615-0203 TS-101（大）グリーン 210×H152㎜ ￥1,800 310573

05-0615-0204 TS-101（大）ブラウン 210×H152㎜ ￥1,800 310574

05-0615-0205 TS-102（中）ブラック 182×H130㎜ ￥1,600 310575

05-0615-0206 TS-102（中）ピンク 182×H130㎜ ￥1,600 310576

05-0615-0207 TS-102（中）グリーン 182×H130㎜ ￥1,600 310577

05-0615-0208 TS-102（中）ブラウン 182×H130㎜ ￥1,600 310578

05-0615-0209 TS-103（小）ブラック 148×H157㎜ ￥1,400 310579

05-0615-0210 TS-103（小）ピンク 148×H157㎜ ￥1,400 310580

05-0615-0211 TS-103（小）グリーン 148×H157㎜ ￥1,400 310581

05-0615-0212 TS-103（小）ブラウン 148×H157㎜ ￥1,400 310582

えいむT型カラーメニュースタンド す

小　ブラック

                  

小　ピンク小　グリーン小　ブラウン

大
大

中 中
中

中

大
大
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注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0616-0801 MI-7 100×H70㎜ ￥340 310317

シンビメニュースタンド て

                  

カタログに記載されております商品の中紙デザイン、店名、ロゴマーク等は使用例です。別途にお見積り承ります。

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0616-0201 WS-102（中）182×H137㎜ ￥1,600 307016

05-0616-0202 WS-101（大）210×H158㎜ ￥1,800 307015

05-0616-0203 WS-103（横長）260×H107㎜ ￥1,900 307017

和風えいむメニュースタンド す

                  
中

大

横長

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0616-0301 小 180×H130㎜ ￥1,350 307027

05-0616-0302 中 210×H160㎜ ￥1,550 307028

05-0616-0303 大 240×H190㎜ ￥1,750 307029

和風メニュー立（焼杉足） せ

                  

大

中小

●中紙:スタンド-35

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0616-0901 KOK-4 100×H150㎜ ￥2,000 307044

シンビメニュースタンド と

                  

ヨコ

タテ

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0616-0701 CS-3ヨコ 95×H50㎜ ￥600 608808

05-0616-0702 CS-4タテ 60×H85㎜ ￥600 608809

えいむカードスタンド つ

                  

注文コード 規格 外寸幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0616-1201 TMD23-1 黒 151×140×H235㎜ ￥1,500 307100

05-0616-1202 TMD23-2 赤 151×140×H235㎜ ￥1,500 307101

05-0616-1203 TMD23-3 白 151×140×H235㎜ ￥1,500 307102

卓上メニュースタンド へ

TMD23-1 黒 TMD23-2 赤 TMD23-3 白

                  

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0616-0101 TS-200 257×H187㎜ ￥3,900 310583

05-0616-0102 TS-206（大）210×H153㎜ ￥2,400 310584

05-0616-0103 TS-207（中）182×H133㎜ ￥2,200 310585

05-0616-0104 TS-208（小）148×H110㎜ ￥2,000 310586

05-0616-0105 TS-209（タテ中）128×H187㎜ ￥2,200 310587

05-0616-0106 TS-210（タテ小）105×H153㎜ ￥1,800 310588

えいむT型木目メニュースタンド し

TS-200

                  

大

中

小

タテ中

タテ小

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0616-0401 NS-204　タテ中 129×H185㎜ ￥1,300 310591

05-0616-0402 NS-205　タテ小 106×H154㎜ ￥1,200 310592

05-0616-0403 NS-202　  中 183×H132㎜ ￥1,300 310589

05-0616-0404 NS-203　  小 149×H110㎜ ￥1,200 310590

えいむアール型メニュー そ

中

                  

小

タテ中

タテ小

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0616-0501 NS-31S 135×H200㎜ ￥1,120 310593

05-0616-0502 NS-32S 110×H175㎜ ￥960 310594

05-0616-0503 NS-33S   96×H150㎜ ￥810 310595

えいむフリースタンド タテ た

NS-31S

                  

NS-32S NS-33S

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0616-0601 NS-41S 186×H150㎜ ￥1,000 310596

05-0616-0602 NS-43S 135×H111㎜ ￥ 760 310598

えいむフリースタンド ヨコ ち

NS-41S

                  

NS-43S

注文コード 規格 外幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0616-1001 A4 30882 222×100×H310㎜ ￥1,530 307120

05-0616-1002 B5 30883 188×80×H265㎜ ￥1,200 307121

05-0616-1003 A5 30884 160×78×H227㎜ ￥1,050 307122

05-0616-1004 A6 30885 121×50×H175㎜ ￥ 750 307123

05-0616-1005 A7 30886 86×40×H130㎜ ￥ 580 307124

アールマグPOPメニュースタンド 

●簡単取外しのマグネット構造。

ひ

A4 30882

B5 30883
A5 30884

A6 
30885

A7 30886

                  

 

注文コード 外幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0616-1101 161×22×H101㎜ ￥490 307125

アールマグフレームメニュースタンドクリア　30888 

●中紙寸法：120×80㎜

ふ

                  

●今まで面倒だったPOPやメニューの入れ替えもスムーズに行えます。
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LB-661黒

LB-661キャメル
LB-662黒

LB-662エンジ LB-665こげ茶

LB-665キャメル

 

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0617-0101 LB-661黒 237×H315㎜￥6,400 608893

05-0617-0102 LB-661こげ茶 237×H315㎜￥6,400 608894

05-0617-0103 LB-661エンジ 237×H315㎜￥6,400 608895

05-0617-0104 LB-661キャメル 237×H315㎜￥6,400 608896

05-0617-0105 LB-662黒 206×H280㎜￥5,300 608897

05-0617-0106 LB-662こげ茶 206×H280㎜￥5,300 608898

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0617-0107 LB-662エンジ 206×H280㎜￥5,300 608899

05-0617-0108 LB-662キャメル 106×H280㎜￥5,300 608900

05-0617-0109 LB-665黒 136×H284㎜￥4,400 608901

05-0617-0110 LB-665こげ茶 136×H284㎜￥4,400 608902

05-0617-0111 LB-665エンジ 136×H284㎜￥4,400 608903

05-0617-0112 LB-665キャメル 136×H284㎜￥4,400 608904

えいむ革メニューブック し

●中紙タテ小B5A4                  

ブラック

レッド

ブラウン

グリーン

ダークブラウン  

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0617-0201 ブラック 232×H319㎜￥3,800 608965

05-0617-0202 レッド 232×H319㎜￥3,800 608966

05-0617-0203 ブラウン 232×H319㎜￥3,800 608967

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0617-0204 グリーン 232×H319㎜￥3,800 608968

05-0617-0205 ダークブラウン232×H319㎜￥3,800 608969

えいむメニューブック GB-131 す

●メニューピンMP-111使用                  

LB-901ブラック LB-902レッド LB-905ブラウン  

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0617-0301 LB-901ブラック 232×H314㎜￥3,800 608934

05-0617-0302 LB-901レッド 232×H314㎜￥3,800 608936

05-0617-0303 LB-901ブラウン232×H314㎜￥3,800 608939

05-0617-0304 LB-902ブラック 206×H271㎜￥3,100 608940

05-0617-0305 LB-902レッド 206×H271㎜￥3,100 608942

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0617-0306 LB-902ブラウン206×H271㎜￥3,100 608945

05-0617-0307 LB-905ブラック 127×H275㎜￥2,600 608946

05-0617-0308 LB-905レッド 127×H275㎜￥2,600 608948

05-0617-0309 LB-905ブラウン127×H275㎜￥2,600 608951

えいむメニューブック せ

●中紙タテ小B5A4                  

LB-931ブラック

LB-931ブラウン

LB-932ブラック

LB-932ブラウン

B-935ブラック

B-935ブラウン

 

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0617-0401 LB-931ブラック 228×H315㎜￥3,700 608952

05-0617-0402 LB-931ブラウン228×H315㎜￥3,700 608953

05-0617-0403 LB-932ブラック 200×H275㎜￥3,100 608954

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0617-0404 LB-932ブラウン200×H275㎜￥3,100 608955

05-0617-0405 B-935ブラック 127×H276㎜￥2,400 608956

05-0617-0406 B-935ブラウン 127×H276㎜￥2,400 608957

えいむメニューブック そ

●中紙タテ小                  

RB-101ブラウンRB-102エンジ RB-105ブラック  

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0617-0501 RB-101ブラック232×H314㎜￥2,700 608905

05-0617-0502 RB-101ブラウン232×H314㎜￥2,700 608906

05-0617-0503 RB-101エンジ 232×H314㎜￥2,700 608907

05-0617-0504 RB-102ブラック203×H274㎜￥2,400 608908

05-0617-0505 RB-102ブラウン 203×H274㎜￥2,400 608909

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0617-0506 RB-102エンジ 203×H274㎜￥2,400 608910

05-0617-0507 RB-105ブラック126×H276㎜￥1,900 608911

05-0617-0508 RB-105ブラウン126×H276㎜￥1,900 608912

05-0617-0509 RB-105エンジ 126×H276㎜￥1,900 608913

えいむメニューブック た

●メニューピンMP-111使用                  

 

注文コード 規格 外寸幅×高さ　中紙 標準価格 CD
05-0617-0601 BB-123 小 エンジ 170×H223㎜　A5￥2,100 310265

05-0617-0602 BB-123 小 グレー 170×H223㎜　A5￥2,100 310266

05-0617-0603 BB-123 小 ブラック 170×H223㎜　A5￥2,100 310267

05-0617-0604 BB-122 中 エンジ 206×H271㎜　B5￥2,500 310262

05-0617-0605 BB-122 中 グレー 206×H271㎜　B5￥2,500 310263

注文コード 規格 外寸幅×高さ　中紙 標準価格 CD
05-0617-0606 BB-122 中 ブラック 206×H271㎜　B5￥2,500 310264

05-0617-0607 BB-121 大 エンジ 232×H314㎜　A4￥2,800 310259

05-0617-0608 BB-121 大 グレー 232×H314㎜　A4￥2,800 310260

05-0617-0609 BB-121 大 ブラック 232×H314㎜　A4￥2,800 310261

えいむメニューブックピンタイプ ち

                  

ブラックグレーエンジ
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材質／ソフト合成皮革 

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0618-0101 ブラック 230×H319㎜￥3,700 608670

05-0618-0102 レッド 230×H319㎜￥3,700 608671

05-0618-0103 ライトブラウン 230×H319㎜￥3,700 608672

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0618-0104 イエロー 230×H319㎜￥3,700 608673

05-0618-0105 エメラルドグリーン 230×H319㎜￥3,700 608674

05-0618-0106 ダークブラウン 230×H319㎜￥3,700 608675

えいむメニューブック LB-801 

A-4タイプ ●付属品　※1冊につき 
・専用中ビニール1枚（4ページ分）
・専用メニューピン2本（MP-111 ゴールド）

●関連商品
・専用中ビニール　P-A4
※最大4枚（16ページ）まで増やせます。
・専用メニューピン　MP-111　など、
　MPシリーズ。

し

レッド ライトブラウンエメラルドグリーン

                  

材質／ソフト合成皮革 

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0618-0201 ブラック 200×H283㎜￥3,000 608676

05-0618-0202 レッド 200×H283㎜￥3,000 608677

05-0618-0203 ライトブラウン 200×H283㎜￥3,000 608678

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0618-0204 イエロー 200×H283㎜￥3,000 608679

05-0618-0205 エメラルドグリーン 200×H283㎜￥3,000 608680

05-0618-0206 ダークブラウン 200×H283㎜￥3,000 608681

えいむメニューブック LB-802 

B-5タイプ ●付属品　※1冊につき 
・専用中ビニール1枚（4ページ分）
・専用メニューピン2本（MP-111 ゴールド）

●関連商品
・専用中ビニール　P-A4
※最大4枚（16ページ）まで増やせます。
・専用メニューピン　MP-111　など、
　MPシリーズ。

す

ブラック レッド

                  

材質／ソフト合成皮革 　ページ仕様：ビニール付4ページ
●メニューピンタイプ。　●表紙は準不燃防カビ素材使用。

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0618-0301 アイボリー 229×H314㎜ ￥3,200 608688

05-0618-0302 ブラウン 229×H315㎜ ￥3,200 608689

05-0618-0303 グレーブラック 229×H316㎜ ￥3,200 608690

えいむメニューブック MB-301 せ

                  

A4

材質／ソフト合成皮革 　ページ仕様：ビニール付4ページ
●メニューピンタイプ。　●表紙は準不燃防カビ素材使用。

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0618-0401 アイボリー 200×H278㎜ ￥2,900 608691

05-0618-0402 ブラウン 200×H278㎜ ￥2,900 608692

05-0618-0403 グレーブラック 200×H278㎜ ￥2,900 608693

えいむメニューブック MB-302 そ

                  

B5

材質／ソフト合成皮革 　ページ仕様：ビニール付4ページ
●メニューピンタイプ。　●表紙は準不燃防カビ素材使用。

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0618-0501 アイボリー 128×H278㎜ ￥2,600 608694

05-0618-0502 ブラウン 128×H278㎜ ￥2,600 608695

05-0618-0503 グレーブラック 128×H278㎜ ￥2,600 608696

えいむメニューブック MB-305 た

                  

タテS

●ピンタイプメニューブック

注文コード 規格 外寸幅×高さ　中紙 標準価格 CD
05-0618-0601 FB-102 中 ブラック 206×H271㎜ B5 ￥2,400 310272

05-0618-0602 FB-102 中 レッド 206×H271㎜ B5 ￥2,400 310273

05-0618-0603 FB-102 中 ブラウン 206×H271㎜ B5 ￥2,400 310274

05-0618-0604 FB-102 中 グレー 206×H271㎜ B5 ￥2,400 310275

05-0618-0605 FB-101 大 ブラック 232×H314㎜ A4 ￥2,700 310268

05-0618-0606 FB-101 大 レッド 232×H314㎜ A4 ￥2,700 310269

05-0618-0607 FB-101 大 ブラウン 232×H314㎜ A4 ￥2,700 310270

05-0618-0608 FB-101 大 グレー 232×H314㎜ A4 ￥2,700 310271

えいむフラックスメニューブック ち

ブラウンブラックレッドグレー

 

注文コード 規格 全長×幅 標準価格 CD
05-0618-1101 ゴールド 45×5㎜ ￥250 310287

05-0618-1102 シルバー 45×5㎜ ￥250 310288

05-0618-1103 ブラック 45×5㎜ ￥250 310289

えいむメニューピン MP-111 

●通常のえいむメニューに使用されています。

ふ

ゴールド シルバー ブラック

 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0618-0701 RB-212 中 レッド 203×H285㎜ ￥2,200 310282

05-0618-0702 RB-212 中 ブラック 203×H285㎜ ￥2,200 310283

05-0618-0703 RB-211 大 レッド 232×H325㎜ ￥2,500 310280

05-0618-0704 RB-211 大 ブラック 232×H325㎜ ￥2,500 310281

05-0618-0705 RB-210 特大 レッド 280×H392㎜ ￥3,600 310278

05-0618-0706 RB-210 特大 ブラック 280×H392㎜ ￥3,600 310279

えいむメニューブック つ

ブラックレッド

赤
紺

緑

 

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格 CD
05-0618-1001 赤 195×H278㎜￥1,700 310284

05-0618-1002 紺 195×H278㎜￥1,700 310285

05-0618-1003 緑 195×H278㎜￥1,700 310286

えいむメニューブック CB-11 ひ

 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0618-0801 ブラック 255×H320㎜￥3,700 608697

05-0618-0802 ブラウン255×H320㎜￥3,700 608698

05-0618-0803 グリーン 255×H320㎜￥3,700 608699

05-0618-0804 エンジ 255×H320㎜￥3,700 608700

えいむメニューブック HB-201 

●バインダー式(A4・4穴)　●4ページ仕様

て

ブラック
ブラウン

グリーン
エンジ

 

注文コード 規格 外寸幅×高さ標準価格CD
05-0618-0901 WB-901(A4)ウォールナット 232×H320㎜￥4,800 608861

05-0618-0902 WB-901(A4)ナラ 232×H320㎜￥4,800 608862

05-0618-0903 WB-902(B5)ウォールナット 204×H280㎜￥4,400 608863

05-0618-0904 WB-902(B5)ナラ 204×H280㎜￥4,400 608864

えいむメニューブック と

WB-901(A4)
ウォールナット

WB-901(A4)
ナラ

WB-902(B5)
ウォールナット

WB-902(B5)
ナラ

●合板6㎜                  
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材質／合皮 　●対応商品：中紙　
●追加用中ビニール：ビニール-55　
●付属パーツ：ビニール-55・メニューピンMC-2G黒

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0619-0101 銀 233×H315㎜ ￥3,000 602409

05-0619-0102 茶 233×H315㎜ ￥3,000 602410

05-0619-0103 赤 233×H315㎜ ￥3,000 602411

05-0619-0104 黒 233×H315㎜ ￥3,000 602412

シンビLPU-101 隠しピンメニューブック(A4) し

銀
茶

赤
黒

●規格：A4対応　●仕様：表紙裏・4ページ仕様
●メニューピン仕様

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0619-0201 EPU-1 ブラック 230×H313㎜ ￥2,400 602423

05-0619-0202 EPU-2 ブラウン 230×H313㎜ ￥2,400 602424

シンビメニューブック EPUメニュー す

EPU-1 ブラック

EPU-2 ブラウン

材質／綿 　●対応商品：中紙・ビニール-55
●付属品：ビニール-55・MC-2G黒

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0619-0401 黒 230×H315㎜ ￥3,000 602486

05-0619-0402 赤 230×H315㎜ ￥3,000 602487

05-0619-0403 茶 230×H315㎜ ￥3,000 602488

シンビメニューブックWA-1 

井かすり柄

そ

黒
赤

茶

材質／綿 　●対応商品：中紙・ビニール-55
●付属品：ビニール-55・MC-2G黒

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0619-0601 紺 230×H315㎜ ￥3,000 602482

05-0619-0602 赤 230×H315㎜ ￥3,000 602483

シンビメニューブックWA-3 

麻の葉柄

ち

紺

赤

材質／ビニールペーパー 　●対応商品：中紙・ビニール-55
●付属品：ビニール-55・MC-2G黒

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0619-0701 グレー 230×H315㎜ ￥3,000 602480

05-0619-0702 赤 230×H315㎜ ￥3,000 602481

シンビメニューブックWA-4 

透かし花柄

つ

グレー

赤

材質／ビニールペーパー 　●対応商品：中紙・ビニール-55
●付属品：ビニール-55・MC-2G黒

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0619-0801 グレー 230×H315㎜ ￥3,000 602478

05-0619-0802 ベージュ 230×H315㎜ ￥3,000 602479

シンビメニューブックWA-5 

ます型柄

て

グレー
ベージュ

材質／ビニールペーパー 　●対応商品：中紙・ビニール-55
●付属品：ビニール-55・MC-2G黒

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0619-0901 黒 230×H315㎜ ￥3,000 602476

05-0619-0902 白 230×H315㎜ ￥3,000 602477

シンビメニューブックWA-6 

あじろ柄

と

黒
白

注文コード 規格 長さ 標準価格 CD
05-0619-1201 ゴールド 55㎜ ￥280 602516

05-0619-1202 ソフトブラック 55㎜ ￥280 602517

シンビパーツMC-2G メニューピン へ

ゴールド ソフトブラック

                  

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0619-1301 A-4対応 ￥1,200 602385

05-0619-1302 B-4対応 ￥1,400 602386

シンビメニューブック差し込みヘルパー 

メニューブックの中ページに印刷物を容易に挿入することが
できます。

ほ

                  

注文コード 規格 長さ 標準価格 CD
05-0619-1101 ソフトブラック 55㎜ ￥280 602519

シンビパーツMC-2G メニューピン ふ

ソフトブラック                  

 

注文コード 規格 長さ 標準価格 CD
05-0619-1001 ゴールド 55㎜ ￥280 602518

シンビパーツMC-3G メニューピン ひ

ゴールド

                  

材質／綿 　●対応商品：中紙・ビニール-55
●付属品：ビニール-55・MC-2G黒

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0619-0501 黒 230×H315㎜ ￥3,000 602484

シンビメニューブックWA-2 

市松柄

た

材質／ビニールペーパー 　●規格：A4対応　
●仕様：4ページ仕様　●付属：ビニール-55・MC-3G（ゴールド）

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0619-0301 黒 230×H320㎜ ￥3,000 602427

05-0619-0302 茶 230×H320㎜ ￥3,000 602428

05-0619-0303 銀茶 230×H320㎜ ￥3,000 602429

シンビメニューブックLS-111 新市松柄 せ

黒
茶

銀茶
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注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0620-0101 黒 240×H315㎜ ￥2,300 306170

05-0620-0102 赤 240×H315㎜ ￥2,300 306171

05-0620-0103 茶 240×H315㎜ ￥2,300 306172

シンビスリムバインダーメニューブック　
スリム-B-ABW 

スリムバインダーメニューブック　
新開発の12㎜幅バインダーで、スリムなメニューブックになりました。

●A-4　6ページ仕様　10枚20ページまで増減可　
●付属パーツ:ビニール63

し

黒 赤 茶

                  

 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0620-0401 赤 223×H315㎜ ￥1,700 310239

05-0620-0402 茶 223×H315㎜ ￥1,700 310240

05-0620-0403 緑 223×H315㎜ ￥1,700 310241

05-0620-0404 黒 223×H315㎜ ￥1,700 310242

シンビメニューブック ABW-7 （4P） 

●A-4　4ページ仕様　●中紙は表裏4P仕様です。

中　

紙

中　

紙

2P 3P

→←

1P 4P

中紙は表裏4P仕様です。

そ

                  

 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0620-0701 赤 223×H315㎜ ￥3,400 306180

05-0620-0702 茶 223×H315㎜ ￥3,400 306181

05-0620-0703 緑 223×H315㎜ ￥3,400 306182

05-0620-0704 黒 223×H315㎜ ￥3,400 306183

シンビメニューブック　ABW-9 

●A-4　8ページ仕様　●中紙は表裏8P仕様です。

中　

紙

中　

紙
2P 7P

→→←
1P 8P

6P

→

中紙は表裏8P仕様です。

中　

紙

中　

紙
5P4P

3P

つ

                  

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0620-1001 茶 200×H270㎜ ￥2,200 310252

05-0620-1002 黒 200×H270㎜ ￥2,200 310254

 

シンビメニューブック ABW-10（6P） 

●B-5　3つ折　6ページ仕様

ひ

                  

材質／ポリプロピレン製（高透明） 

注文コード 開/外寸幅×高さ　片/内寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0620-0201 227×H303㎜　211×H299㎜ ￥180 306173

シンビスリムバインダーメニューブック　
中ビニール-63 

す

●上入れ　A-4対応                  

 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0620-0501 赤 223×H315㎜ ￥2,800 306148

05-0620-0502 茶 223×H315㎜ ￥2,800 306149

05-0620-0503 緑 223×H315㎜ ￥2,800 306150

05-0620-0504 黒 223×H315㎜ ￥2,800 306100

シンビメニューブック　ABW-20 （6P） 

●A-4　中トジ6ページ仕様　●中紙は表裏6P仕様です。

中　

紙

中　

紙
2P 5P

→→←
1P 6P

4P

中紙は表裏6P仕様です。

中　

紙
3P

た

拡げても場所をとらない
6Pスタイル                  

 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0620-0801 黒 200×H270㎜ ￥1,000 306116

05-0620-0802 茶 200×H270㎜ ￥1,000 306118

シンビメニューブック　ABW-16 て

                  

 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0620-0301 黒 223×H315㎜ ￥1,200 306119

05-0620-0302 赤 223×H315㎜ ￥1,200 306120

05-0620-0303 茶 223×H315㎜ ￥1,200 306121

05-0620-0304 緑 223×H315㎜ ￥1,200 306122

シンビメニューブック ABW-17 

ABWメニューブック　
明るくカラフルに…ライトにお使いいただけるメニューブックです。　

●A-4 2ページ仕様

せ

両面タイプのサブメニュー                  

 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0620-0601 赤 223×H315㎜ ￥2,800 310243

05-0620-0602 茶 223×H315㎜ ￥2,800 310244

05-0620-0603 緑 223×H315㎜ ￥2,800 310245

05-0620-0604 黒 223×H315㎜ ￥2,800 310246

シンビメニューブック ABW-8 （6P） 

●A-4　3ツ折　6ページ仕様　●中紙は表裏6P仕様です。

中　

紙

中　

紙

中　

紙
2P 5P

3P

← ←→

6P 4P
1P

中紙は表裏6P仕様です。

ち

                  

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0620-1101 茶 200×H270㎜ ￥2,900 310256

05-0620-1102 黒 200×H270㎜ ￥2,900 310258

 

シンビメニューブック ABW-10（8P） 

●B-5　8ページ仕様

ふ

                  

 

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0620-0901 茶 200×H270㎜ ￥1,600 310248

05-0620-0902 黒 200×H270㎜ ￥1,600 310250

シンビメニューブック ABW-10（4P） 

●B-5 4ページ仕様

中　

紙

中　

紙

2P 3P

→←

1P 4P

中紙は表裏4P仕様です。

と
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※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、注文コード・サイズをお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。621

注文コード 規格 外縦×横 標準価格 CD
05-0621-0301 黒 228×312㎜ ￥5,100 310608

05-0621-0302 エンジ 228×312㎜ ￥5,100 310609

05-0621-0303 茶 228×312㎜ ￥5,100 310610

05-0621-0304 緑 228×312㎜ ￥5,100 310611

05-0621-0305 紺 228×312㎜ ￥5,100 310612

えいむクリアテーピングメニュー　
LTA-410（Ａ4ｘ10） 

せ

                  

注文コード 規格 外縦×横 標準価格 CD
05-0621-0401 黒 228×312㎜ ￥5,700 310613

05-0621-0402 エンジ 228×312㎜ ￥5,700 310614

05-0621-0403 茶 228×312㎜ ￥5,700 310615

05-0621-0404 緑 228×312㎜ ￥5,700 310616

05-0621-0405 紺 228×312㎜ ￥5,700 310617

えいむクリアテーピングメニュー　
LTA-412（Ａ4ｘ12） 

そ

                  

注文コード 規格 外縦×横 標準価格 CD
05-0621-0501 LTB-4Ｓ（Ｂ4）276×273㎜ ￥2,000 310620

05-0621-0502 LTA-4Ｓ（Ａ4）230×226㎜ ￥1,800 310621

05-0621-0503 LTB-5Ｓ（Ｂ5）202×198㎜ ￥1,500 310622

えいむクリアテーピングメニュー LTB た

えいむクリアテーピングメニュー す

規格 黒 エンジ 茶 緑 紺 外縦×横 標準価格

LTA-42（Ａ4×2）
注文コード 05-0621-0201 05-0621-0202 05-0621-0203 05-0621-0204 05-0621-0205

228×312㎜

¥1,200 
CD 310604 310663 310667 310671 310675

LTA-44（Ａ4×4）
注文コード 05-0621-0206 05-0621-0207 05-0621-0208 05-0621-0209 05-0621-0210

¥1,800 
CD 310605 310664 310668 310672 310676

LTA-46（Ａ4×6）
注文コード 05-0621-0211 05-0621-0212 05-0621-0213 05-0621-0214 05-0621-0215

¥2,900 
CD 310606 310665 310669 310673 310677

LTA-48（Ａ4×8）
注文コード 05-0621-0216 05-0621-0217 05-0621-0218 05-0621-0219 05-0621-0220

¥3,400 
CD 310607 310666 310670 310674 310678

注文コード 規格 外縦×横 標準価格 CD
05-0621-0101 STA-42（A4×2） 237×314㎜ ￥1,400 310599

05-0621-0102 STA-44（A4×4） 232×314㎜ ￥1,900 310600

05-0621-0103 STA-46（A4×6・三ツ切） 232×314㎜ ￥3,000 310601

05-0621-0104 STA-48（Ａ4×8） 232×314㎜ ￥3,800 310602

05-0621-0105 STA-412（Ａ4×12） 232×314㎜ ￥5,800 310603

えいむストロングクリアテーピングメニュー 

●洋風メニューの紙サイズ　
特大(B4)：364×257㎜　大(A4)：210×297㎜　中(B5)：182×257㎜　
小(A5)：148×210㎜　タテ大：155×312㎜　タテ小：110×263㎜

し

STA-44
（A4x4）

STA-46
（A4ｘ6・三ツ切）

STA-48
（Ａ4ｘ8）

STA-412
（Ａ4ｘ12）

［ご注意］

※熱に強いメニューですが、原則的に直火・高熱・高温でのご使用はおやめください。
燃焼・変形の原因になります。

※テープは防炎加工し、燃えにくくしてありますが、完全不燃ではありませんので 
ご注意ください。
※高熱源の近くでのご使用におけるコーナー金具のヤケドにご注意ください。

えいむコットンクリアテーピングメニュー ち

規格 ブラック レッド ライトグリーン ライトブラウン オレンジ 外縦×横 ページ構成 標準価格

CTA-42
注文コード 05-0621-0601 05-0621-0602 05-0621-0603 05-0621-0604 05-0621-0605

228×312㎜

A-4
2ページ ¥ 1,300 

CD 310680 310681 310682 310683 310684

CTA-44
注文コード 05-0621-0606 05-0621-0607 05-0621-0608 05-0621-0609 05-0621-0610 A-4

4ページ ¥ 1,900 
CD 310685 310686 310687 310688 310689

CTA-46
注文コード 05-0621-0611 05-0621-0612 05-0621-0613 05-0621-0614 05-0621-0615 A-4

三ツ折
6ページ

¥ 3,000 
CD 310690 310691 310692 310693 310694

CTA-48
注文コード 05-0621-0616 05-0621-0617 05-0621-0618 05-0621-0619 05-0621-0620 A-4

8ページ ¥ 3,800 
CD 310695 310696 310697 310698 310699
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※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、注文コード・サイズをお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。 622

注文コード 規格 外径×高さ 標準価格 CD
05-0622-0901 SP-105 φ75×Ｈ150㎜ ￥ 260 310630

05-0622-0902 SP-315 50×70×Ｈ227㎜ ￥ 390 310631

05-0622-0903 CS-600 φ130×H368～616㎜ ￥1,100 310632

えいむカードスタンド と

SP-105

                  

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0622-0101 741D-36016BLK　黒 230×H320㎜ ￥600 306190

05-0622-0102 741D-36016BRN　茶 230×H320㎜ ￥600 306191

クイックメニュー　QM-1 

A4サイズのローコストメニューブック 表裏で2ページ。
飲み物リストにお勧めです。

●本体・中紙:A4　ページ数2ページ

し

                  

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0622-0201 741D-36017BLK　黒 230×H320㎜ ￥900 306192

05-0622-0202 741D-36017BRN　茶 230×H320㎜ ￥900 306193

クイックメニュー　QM-2 

見開き4ページ。スタンダードな仕様です。

●本体・中紙:A4　ページ数4ページ（見開きタイプ）

す

                  

注文コード 規格 外寸幅×高さ 標準価格 CD
05-0622-0301 741D-36018BLK黒 230×H320㎜ ￥1,500 306194

05-0622-0302 741D-36018BRN茶 230×H320㎜ ￥1,500 306195

クイックメニュー　QM-3 

A4サイズのローコストメニューブック

●本体・中紙:A4　ページ数/6ページ（3ツ折タイプ）

せ

                  

材質／18-8ステンレス 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0622-1101 小   6㎝ ￥380 307053

05-0622-1102 中 10㎝ ￥400 307052

05-0622-1103 大 18㎝ ￥420 307051

18-8シンプルスタンド ふ

小 6㎝

中 10㎝

大 18㎝

                  

材質／18-8ステンレス 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0622-1201 小   6㎝ ￥700 307056

05-0622-1202 中 10㎝ ￥740 307055

05-0622-1203 大 18㎝ ￥780 307054

05-0622-1204 300㎜ ￥900 307085

ゴールドシンプルスタンド へ

小 6㎝

中 10㎝

大 18㎝

300㎜

                  

●外寸幅×高さ：230×H320㎜

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0622-0401 741D-36019BLK黒￥1,500 306196

05-0622-0402 741D-36019BRN茶￥1,500 306197

クイックメニュー　QM-4 

A4サイズのローコストメニューブック

●本体・中紙:A4　ページ数/6ページ（中綴じタイプ）

そ

                  

●外寸幅×高さ：230×H320㎜

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0622-0501 741D-36020BLK黒￥1,800 306198

05-0622-0502 741D-36020BRN茶￥1,800 306199

クイックメニュー　QM-5 

A4サイズのローコストメニューブック

●本体・中紙:A4　ページ数/8ページ（中綴じタイプ）

た

                  

注文コード 規格 外幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0622-0601 木理-50 30㎜角 ￥1,200 310623

05-0622-0602 木理-51 60×25×Ｈ15㎜￥1,200 310624

えいむ木製カード立て ち

木理-50

木理-51

※ご注文の際は、ナラかウォルナットかをご指定ください。                  

注文コード 規格 外幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0622-0701 木理-41（角型）60×25×Ｈ15㎜￥250 310625

05-0622-0702 木理-42（丸型）60×24×Ｈ20㎜￥450 310626

えいむ木製カード立て つ

木理-41（角型）

木理-42（丸型）

※ご注文の際は、白木か黒木かをご指定ください。                  

注文コード 規格 外径×高さ 標準価格 CD
05-0622-0801 CS-308 φ35×Ｈ33㎜ ￥160 310627

05-0622-0802 CS-309 φ40×Ｈ60㎜ ￥150 310628

05-0622-0803 CS-306 Ｈ40㎜ ￥140 310629

えいむカードスタンド て

CS-306

                  

CS-309CS-308

注文コード 規格 外径×高さ 標準価格 CD
05-0622-1001 SP-205（S）φ90×Ｈ100㎜ ￥340 310635

05-0622-1002 SP-205（M）φ90×Ｈ200㎜ ￥345 310634

05-0622-1003 SP-205（L）φ90×Ｈ300㎜ ￥350 310633

えいむリングカード立て ひ

SP-205(S)

                  

SP-205(M) SP-205(L)

SP-315
SP-600

ナラ

ウォルナット
白木

黒木
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※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、注文コード・サイズをお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。623

                  

BS-102小ブラック BS-102小ホワイト

BS-101大ブラック

BS-101大ホワイト

材質／アクリル 

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0623-0101 BS-102小ブラック 100×50×H60㎜ ￥2,000 306041

05-0623-0102 BS-102小ホワイト 100×50×H60㎜ ￥2,000 306092

05-0623-0103 BS-101大ブラック 130×65×H70㎜ ￥2,400 306040

05-0623-0104 BS-101大ホワイト 130×65×H70㎜ ￥2,400 306091

えいむストロングブック立 し

材質／アクリル（ベース:ブラウンスモーク） 

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0623-1001 KSA-1 小 100×50×H75×7㎜ ￥1,180 310338

シンビメニュースタンド ひ

                  

注文コード 規格 外幅×高さ×奥行×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0623-0401 BS-461 150×H155×70×30㎜￥2,800 608837

05-0623-0402 BS-462 150×H105×70×30㎜￥2,700 608838

注文コード 規格 外幅×高さ×奥行×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0623-0403 BS-481 150×H155×50×10㎜￥2,600 608839

05-0623-0404 BS-482 150×H105×50×10㎜￥2,500 608840

えいむブック立て そ

BS-461 BS-462 BS-481 BS-482

注文コード 規格 外幅×高さ×奥行×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0623-0501 BS-480S 150×H103×50×10㎜ ￥2,500 608849

05-0623-0502 BS-470M 150×H103×60×20㎜ ￥2,600 608848

05-0623-0503 BS-460L 150×H103×70×30㎜ ￥2,700 608847

05-0623-0504 BS-48S 150×H103×50×10㎜ ￥2,500 608852

注文コード 規格 外幅×高さ×奥行×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0623-0505 BS-47M 150×H103×60×20㎜ ￥2,600 608851

05-0623-0506 BS-46L 150×H103×70×30㎜ ￥2,700 608850

05-0623-0507 BS-490 150×H103×70×20×10㎜ ￥3,400 608853

えいむブック立て た

BS-460LBS-470MBS-480S

BS-46LBS-47MBS-48S

BS-490

                  

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0623-0301 OSE-66黒 247×128×H130×20㎜ ￥2,400 602608

05-0623-0302 OSE-66茶 247×128×H130×20㎜ ￥2,400 602609

05-0623-0303 OSE-66白木 247×128×H130×20㎜ ￥2,400 602610

シンビテーブルアクセサリー ブック立&カトラリー せ

OSE-66黒

OSE-66茶

OSE-66白木

材質／アクリル 

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0623-0901 BS-2小ブラック 80×60×H50㎜ ￥ 900 306081

05-0623-0902 BS-2小クリアー 80×60×H50㎜ ￥ 900 306082

05-0623-0903 BS-1大ブラック 110×70×H60㎜ ￥1,200 306079

05-0623-0904 BS-1大クリアー 110×70×H60㎜ ￥1,200 306080

えいむメニュー&カード立 と

                  

BS-2小ブラックBS-2小クリアー

BS-1大ブラック
BS-1大クリアー

                  

材質／アクリル 

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0623-1101 MS-W 100×70×H163×21㎜ ￥1,600 306086

シンビメニュースタンド･ブック立 ふ

※メニューは別売

材質／ステンレス 

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0623-0701 BS-472 150×60×H105×20㎜ ￥2,600 306210

えいむメニューブック立て（重量タイプ）シルバー つ

●重量：約465g                  

                  

材質／アクリル・クロムメッキ 

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0623-0801 OSE-12 150×75×H150×20㎜ ￥2,600 306089

05-0623-0802 OSE-11 150×75×H235×19㎜ ￥3,000 306090

シンビメニューブック立て て

OSE-12 OSE-11

※メニューは別売
材質／ステンレス 

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0623-0601 BS-471 150×60×H155×20㎜ ￥2,700 306211

えいむメニューブック立て（重量タイプ）シルバー ち

●重量：約510g                  

BS-103ブラック

BS-103ホワイト

材質／アクリル 

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0623-0201 BS-103ブラック 130×65×H70㎜ ￥2,800 306044

05-0623-0202 BS-103ホワイト 130×65×H70㎜ ￥2,800 306093

えいむブック･バインダー立 す

●溝巾：7㎜と15㎜                  
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MD-1W白木 MD-2W茶

                  

注文コード 規格 外幅×高さ×奥行 標準価格 CD
05-0624-0701 MD-1W白木 100×H115×86㎜ ￥2,000 602565

05-0624-0702 MD-2W茶 100×H115×86㎜ ￥2,000 602566

シンビブックスタンド メニューブック立て&ナプキンスタンド つ

MD-1白木 MD-2茶

                  

注文コード 規格 外幅×高さ×奥行×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0624-0801 MD-1白木 100×H115×60×25㎜ ￥1,650 602567

05-0624-0802 MD-2茶 100×H115×60×25㎜ ￥1,650 602568

シンビブックスタンド メニューブック立て て

                  

注文コード 規格 外幅×高さ×奥行×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0624-0401 SE-10･Nブラック 110×H103×68×20㎜ ￥1,600 602569

シンビブックスタンド スティールメニュースタンド そ

注文コード 規格 外幅×高さ×奥行×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0624-0301 BS-30L 100×H100×64×22㎜ ￥1,100 604246

05-0624-0302 BS-31M 100×H102×60×11㎜ ￥1,100 604247

えいむブック立て せ

                  

                  

注文コード 規格 外幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0624-0901 焼杉ー14 150×60×H75㎜ ￥1,200 310394

シンビメニュースタンド と

                  

注文コード 規格  外幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0624-1001 16-338-17 150×75×H70㎜ ￥1,150 305034

焼杉メニュースタンド ひ

                  

注文コード 規格 外幅×高さ×奥行×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0624-0101 BS-60LL 118×H105×74×30㎜￥1,800 608826

05-0624-0102 BS-61LM 118×H105×74×20㎜￥1,800 608827

05-0624-0103 BS-62LS 118×H105×74×10㎜￥1,800 608828

注文コード 規格 外幅×高さ×奥行×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0624-0104 BS-63SM 90×H100×65×12㎜ ￥1,400 608829

05-0624-0105 BS-64SS 90×H100×65×6㎜ ￥1,400 608830

えいむブック立て し

BS-60LL

BS-61LM

BS-62LS

BS-63SM

BS-64SS

注文コード 規格 外幅×高さ×奥行×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0624-0201 BS-21レッド 120×H80×65×18㎜￥2,000 608831

05-0624-0202 BS-21ブラック 120×H80×65×18㎜￥2,000 608832

05-0624-0203 BS-21ブラウン 120×H80×65×18㎜￥2,000 608833

注文コード 規格 外幅×高さ×奥行×ミゾ幅 標準価格 CD
05-0624-0204 BS-22レッド 100×H70×55×10㎜￥1,700 608834

05-0624-0205 BS-22ブラック 100×H70×55×10㎜￥1,700 608835

05-0624-0206 BS-22ブラウン 100×H70×55×10㎜￥1,700 608836

えいむブック立て す

                  

クリア

スモークブラウン

※ナフキンは別売。 
材質／アクリル 

注文コード 規格 外寸縦×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0624-0501 クリア 100×64×H100㎜ ￥2,400 306083

05-0624-0502 スモークブラウン 100×64×H100㎜ ￥2,400 306084

えいむナフキン&ブック立1列NT-12 た

●ナフキン部内寸：94×25㎜　●溝幅：10㎜                

材質／木製 

注文コード 規格 幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0624-0601 PD-101　白木 100×75×H120㎜ ￥1,800 179071

05-0624-0602 PD-102　 茶 100×75×H120㎜ ￥1,800 179072

ナフキン立 ち

PD-101　白木

PD-102　茶
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材質／ABS樹脂 

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0625-0801 赤 230×100㎜ ￥390 310152

05-0625-0802 茶 230×100㎜ ￥390 310153

05-0625-0803 緑 230×100㎜ ￥390 310154

05-0625-0804 黒 230×100㎜ ￥390 310155

05-0625-0805 透明 230×100㎜ ￥390 310156

シンビ伝票クリップ CLIP-101 て

                  

材質／ABS樹脂 

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0625-0901 赤 210×90㎜ ￥360 310157

05-0625-0902 茶 210×90㎜ ￥360 310158

05-0625-0903 緑 210×90㎜ ￥360 310159

05-0625-0904 黒 210×90㎜ ￥360 310160

05-0625-0905 透明 210×90㎜ ￥360 310161

シンビ伝票クリップ CLIP-102 と

                  

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0625-0101 イエロー 200×103㎜ ￥1,100 608762

05-0625-0102 ブラウン 200×103㎜ ￥1,100 608763

05-0625-0103 グリーン 200×103㎜ ￥1,100 608764

05-0625-0104 レッド 200×103㎜ ￥1,100 608765

05-0625-0105 ブラック 200×103㎜ ￥1,100 608766

05-0625-0106 ブルー 200×103㎜ ￥1,100 608767

えいむ伝票バサミ BH-111 し

                  

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0625-0301 ブラック 220×105㎜ ￥2,500 310178

05-0625-0302 ブラウン 220×105㎜ ￥2,500 310179

05-0625-0303 グリーン 220×105㎜ ￥2,500 310180

05-0625-0304 レッド 220×105㎜ ￥2,500 310181

シンビ伝票ホルダー MS-204 

※伝票は別売

せ

                  

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0625-0401 ブラック 235×115㎜￥1,400 310641

05-0625-0402 ブラウン 235×115㎜￥1,400 310642

05-0625-0403 アイボリー 235×115㎜￥1,400 310643

05-0625-0404 エンジ 235×115㎜￥1,400 310644

えいむレザータッチ伝票
ホルダー　BH-411 

そ

                  

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0625-0501 イエロー 235×115㎜￥1,400 310645

05-0625-0502 ブラウン 235×115㎜￥1,400 310646

05-0625-0503 グリーン 235×115㎜￥1,400 310647

05-0625-0504 レッド 235×115㎜￥1,400 310648

05-0625-0505 ブラック235×115㎜￥1,400 310649

05-0625-0506 ブルー 235×115㎜￥1,400 310650

えいむグループ伝票
ホルダー　BH-110 

た

                  

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0625-0201 ブラック 102×220㎜ ￥1,000 310636

05-0625-0202 ブルー 102×220㎜ ￥1,000 310637

05-0625-0203 グリーン 102×220㎜ ￥1,000 310638

05-0625-0204 ブラウン 102×220㎜ ￥1,000 310639

05-0625-0205 エンジ 102×220㎜ ￥1,000 310640

えいむラバー伝票ホルダー　BH-4 す

                  

材質／ABS樹脂 

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0625-1001 赤 180×80㎜ ￥340 310162

05-0625-1002 茶 180×80㎜ ￥340 310163

05-0625-1003 緑 180×80㎜ ￥340 310164

05-0625-1004 黒 180×80㎜ ￥340 310165

05-0625-1005 透明 180×80㎜ ￥340 310166

シンビ伝票クリップ CLIP-103 ひ

                  

材質／ABS樹脂 

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0625-1101 ブラウン 230×100㎜￥430 310422

05-0625-1102 レッド 230×100㎜￥430 310423

05-0625-1103 グリーン 230×100㎜￥430 310424

05-0625-1104 ブラック 230×100㎜￥430 310425

05-0625-1105 クリア 230×100㎜￥430 310426

シンビCLIP-1N 

※伝票は別売

ふ

                  

材質／ABS樹脂 

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0625-1201 ブラウン 210×90㎜ ￥410 310427

05-0625-1202 レッド 210×90㎜ ￥410 310428

05-0625-1203 グリーン 210×90㎜ ￥410 310429

05-0625-1204 ブラック 210×90㎜ ￥410 310430

05-0625-1205 クリア 210×90㎜ ￥410 310431

シンビCLIP-2N へ

                  

材質／ABS樹脂 

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0625-1301 ブラウン 180×85㎜ ￥390 310432

05-0625-1302 レッド 180×85㎜ ￥390 310433

05-0625-1303 グリーン 180×85㎜ ￥390 310434

05-0625-1304 ブラック 180×85㎜ ￥390 310435

05-0625-1305 クリア 180×85㎜ ￥390 310436

シンビCLIP-3N ほ

                  

材質／アルミニウム 

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0625-1401 BH-13 250×125㎜￥1,900 608747

05-0625-1402 BH-14 230×100㎜￥1,800 608748

05-0625-1403 BH-15 205×90㎜￥1,700 608749

えいむ伝票バサミ ま

BH-13

BH-14

BH-15

                  

材質／ABS樹脂 

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0625-1501 茶 160×110㎜ ￥360 310168

05-0625-1502 黒 160×110㎜ ￥360 310170

シンビ伝票クリップ CLIP-104 み

                  

注文コード 規格 外幅（内幅）×高さ×奥行 標準価格 CD
05-0625-1601 HC-8 180(135)×H24×200㎜￥1,600 608742

えいむ伝票ホルダー受け む

                  

ウレタン両面テープ付
ビス穴4ヶ所付
ビスは必要に応じてご使用ください。

材質／透明アクリル 

注文コード 規格 径×高さ 標準価格 CD
05-0625-1701 KOK-9 φ50×H70㎜￥850 180073

シンビお会計伝票入れ め

                  

えいむプラシンプルバインダー ち

規格 ブラック レッド ブラウン ブルー 外寸 縦×横 標準価格

BH-17（中）
注文コード 05-0625-0601 05-0625-0602 05-0625-0603 05-0625-0604 210×

90㎜ ¥ 360 
CD 310655 310656 310657 310658

BH-16（大）
注文コード 05-0625-0605 05-0625-0606 05-0625-0607 05-0625-0608 230×

100㎜ ¥390 
CD 310651 310652 310653 310654

えいむ成型ボードバインダー つ

規格 ブラック ブラウン 外寸 縦×横 標準価格

BH-56（中）
注文コード 05-0625-0701 05-0625-0702 192×89

㎜ ¥ 390 
CD 310661 310662

BH-55（大）
注文コード 05-0625-0703 05-0625-0704 212×99

㎜ ¥ 410 
CD 310659 310660
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注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0626-0201 伝票-16茶 175×80㎜ ￥3,800 602602

05-0626-0202 伝票-17黒(英文) 175×80㎜ ￥3,800 602603

シンビお会計用品 複写伝票(500組) 

2枚複写式（BOX入500組）横のりタイプ

す

伝票-16茶 伝票-17黒(英文)

                  

注文コード 規格 外寸 縦×横 製本 標準価格 CD
05-0626-0101 PS-01 単式複写伝票 切取式（10冊入） 200×85㎜ 1冊2枚複写50組￥3,800 310079

05-0626-0102 PS-02 単式　　　　　　 　（10冊入） 210×95㎜ 1冊100枚 ￥2,500 310080

05-0626-0103 PS-03 単式清算書付　　 　（10冊入） 180×75㎜ 1冊100枚 ￥1,600 310081

注文コード 規格 外寸 縦×横 製本 標準価格 CD
05-0626-0104 PS-04 単式 英字（10冊入） 150×75㎜ 1冊100枚 ￥1,200 310082

05-0626-0105 PS-05 単式　　（10冊入） 150×70㎜ 1冊100枚 ￥1,200 310083

05-0626-0106 PS-06 単式　　（10冊入） 120×70㎜ 1冊100枚 ￥1,000 310084

えいむお会計伝票 し

PS-01単式複写伝票 
切取式（10冊入）

PS-02 単式
（10冊入）

PS-03 単式清算書付
（10冊入）

PS-04 単式 英字
（10冊入）

PS-05 単式
（10冊入）

PS-06 単式
（10冊入）

伝票-1 洋 
単式（10冊入）

伝票-2 和 単式
（10冊入） 伝票-3 洋 

単式（10冊入）
伝票-7 洋 
単式（10冊入）

伝票-8 和 
単式（10冊入）

伝票-9 洋 ミシン入 
2枚複写 50組（10冊入）

伝票-10 和 ミシン入 
2枚複写 50組（10冊入） 伝票-11 洋 ミシン入 

2枚複写 50組（10冊入）

注文コード 規格 外寸 縦×横 製本 標準価格 CD
05-0626-0301 伝票-1 洋 単式（10冊入） 125×65㎜ 100枚天のり ￥1,000 310068

05-0626-0302 伝票-2 和 単式（10冊入） 125×65㎜ 100枚天のり ￥1,000 310069

05-0626-0303 伝票-3 洋 単式（10冊入） 150×70㎜ 100枚天のり ￥1,200 310070

05-0626-0304 伝票-7 洋 単式（10冊入） 177×75㎜ 100枚天のり ￥1,600 310074

注文コード 規格 外寸 縦×横 製本 標準価格 CD
05-0626-0305 伝票-8 和 単式（10冊入） 177×75㎜ 100枚天のり ￥1,600 310075

05-0626-0306 伝票-9 洋 ミシン入 2枚複写 50組（10冊入） 190×85㎜ 1枚目:ミシン目6本あり　2枚目:ミシン目なし ￥3,800 310076

05-0626-0307 伝票-10 和 ミシン入 2枚複写 50組（10冊入） 190×85㎜ 1枚目:ミシン目6本あり　2枚目:ミシン目なし ￥3,800 310077

05-0626-0308 伝票-11 洋 ミシン入 2枚複写 50組（10冊入） 217×97㎜ 1枚目:ミシン目6本あり　2枚目:ミシン目なし ￥5,600 310078

シンビ会計伝票 せ

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0626-1201 ホワイト 170×165×H70㎜￥3,000 310185

コインカウンター ＺT-10301 へ

                  

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0626-1301 ZT-NC1500-50 173×165×H66㎜￥1,500 310187

コインカウンター ほ

                  

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0626-0701 DM-11 338×294㎜ ￥2,300 608710

05-0626-0702 DM-12 322×215㎜ ￥1,900 608711

えいむマット つ

DM-11

DM-12

                  

材質／本革 

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0626-0801 PSS-305ブラック 140×70㎜ ￥7,200 608712

05-0626-0802 PSS-305ブラウン 140×70㎜ ￥7,200 608713

05-0626-0803 PSS-306ブラック 70×70㎜ ￥3,500 608714

05-0626-0804 PSS-306ブラウン 70×70㎜ ￥3,500 608715

えいむペンスタンド て

                  

材質／アルミ 

注文コード 規格 全長×幅 標準価格 CD
05-0626-0501 PH-4Mミニ 100×31㎜ ￥ 650 180051

05-0626-0502 PH-3M小 210×31㎜ ￥1,200 180050

注文コード 規格 全長×幅 標準価格 CD
05-0626-0503 PH-2M中 300×31㎜ ￥1,700 180049

05-0626-0504 PH-1M大 550×31㎜ ￥2,900 180048

アルミ伝票チップホルダー マグネット式 た

                  

材質／アルミ 

注文コード 規格 全長×幅 標準価格 CD
05-0626-0401 PH-4ミニ 100×31㎜ ￥ 550 180047

05-0626-0402 PH-3小 210×31㎜ ￥ 950 180046

注文コード 規格 全長×幅 標準価格 CD
05-0626-0403 PH-2中 300×31㎜ ￥1,300 180045

05-0626-0404 PH-1大 550×31㎜ ￥2,200 180044

アルミ伝票チップホルダー 両面テープ式 そ

                  

ミニ

小

中

大

注文コード 外寸 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0626-1101 125×230×H225㎜ ￥15,000 310184

10段クリアホルダーケース HC-4 ふ

                  

HC-4

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ標準価格 CD
05-0626-1001 黒 125×220×H230㎜￥14,000 310183

10段ホルダーケース HC-2 ひ

                  

HC-2

注文コード 外寸 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0626-0901 120×200×H150㎜ ￥4,500 310182

フリーホルダーボックス HC-1 と

                  

HC-1

注文コード 規格 外径×高さ 標準価格 CD
05-0626-0601 PSS-1 ブラック φ65×H145㎜ ￥850 180039

伝票差し ち
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注文コード 外寸横×高さ 標準価格 CD
05-0627-0701 100×H58㎜ ￥1,800 310340

シンビ予約席 コンビ-10 つ

材質／塩ビ製 

注文コード 規格 外寸横×高さ 標準価格 CD
05-0627-0801 白木予約席 100×Ｈ75㎜ ￥700 602611

05-0627-0802 黒予約席 100×Ｈ75㎜ ￥700 602612

シンビテーブルサイン 和-10 て

                  

                  

材質／白木製 

注文コード 外寸横×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0627-0901 150×50×H70㎜ ￥1,800 310343

シンビ予約席 白木‐3(両面) と

材質／白木製 

注文コード 規格 外寸横×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0627-1001 長角 150×41×H83㎜ ￥1,300 310047

05-0627-1002 扇型 160×38×H85㎜ ￥1,000 310048

木製予約席 ひ

                  

注文コード 規格 外寸横×高さ 標準価格 CD
05-0627-1101 KP-1黒 80×H40㎜ ￥540 602617

05-0627-1102 KP-2白木 80×H40㎜ ￥540 602618

シンビテーブルサイン 会計サイン ふ

                  

材質／本体：塩ビレザー　プレート：エポキシ樹脂 

注文コード 規格 外寸横×高さ 標準価格 CD
05-0627-0401 赤 125×H70㎜ ￥3,500 310210

05-0627-0402 緑 125×H70㎜ ￥3,500 310211

05-0627-0403 黒 125×H70㎜ ￥3,500 310213

シンビ予約席 MS-202 そ

                  

注文コード 規格 外寸横×高さ 標準価格 CD
05-0627-0101 ホワイト 150×H65㎜ ￥800 310322

05-0627-0102 グレー 150×H65㎜ ￥800 310323

05-0627-0103 ブラック 150×H65㎜ ￥800 310324

えいむA型予約席 RY-31 し

                                    

材質／アルミ製 

注文コード 規格 外寸横×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0627-0301 ゴールド 150×60×H48㎜ ￥2,800 310214

05-0627-0302 シルバー 150×60×H48㎜ ￥2,800 310215

御予約席 RY-32J せ

                  

材質／アクリル 

注文コード 規格 外寸横×高さ 標準価格 CD
05-0627-0501 白 130×H60㎜ ￥1,300 310199

05-0627-0502 黒 130×H60㎜ ￥1,300 310200

シンビ御予約席 DS-3 た

材質／ポリ塩化ビニール 

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0627-0201 白RY-16 赤文字 150×30×H65㎜ ￥800 310520

05-0627-0202 黒RY-16 150×30×H65㎜ ￥800 310521

05-0627-0203 白RY-16 黒文字 150×30×H65㎜ ￥800 310522

RESERVED 

※本体白の文字色は赤と黒があります。

す

                  

材質／アクリル 

注文コード 規格 外寸横×高さ 標準価格 CD
05-0627-0601 OSL-2W 150×H85㎜ ￥900 310320

05-0627-0602 OSL-2B 150×H85㎜ ￥900 310337

シンビ御予約席 OSL-2（片面） ち

                  



店
頭
サ
イ
ン

長
靴
・
白
衣

清
掃
用
品

洗
浄
機
用
備
品

棚
・ワ
ゴ
ン

洗
剤
・
消
耗
品

店
舗
備
品

店
舗
備
品

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、注文コード・サイズをお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。 628

                  

材質／塩化ビニール 

注文コード 規格 外寸横×高さ 標準価格 CD
05-0628-0501 SS-103白 55×H85㎜ ￥780 310220

05-0628-0502 SS-103黒 55×H85㎜ ￥780 310221

シンビ禁煙サイン た

表:禁煙席　裏:NO SMOKING

                  

注文コード 規格 外寸横×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0628-0101 ゴールド 60×60×H58㎜ ￥650 310325

05-0628-0102 シルバー 60×60×H58㎜ ￥650 310326

えいむ山型禁煙席 SI-11 し

表:禁煙席　裏:NO SMOKING

                  

注文コード 規格 外寸横×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0628-0201 黒 60×60×H30㎜ ￥650 310328

05-0628-0202 白 60×60×H30㎜ ￥650 310327

えいむ禁煙スタンド SI-25 す

注文コード 規格 外寸横×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0628-0301 黒 60×60×H30㎜ ￥650 310330

05-0628-0302 白 60×60×H30㎜ ￥650 310329

えいむ禁煙席 SI-26 
表:禁煙席　裏:NO SMOKING

せ

                  

                  

注文コード 規格 外縦×横 標準価格 CD
05-0628-0601 AS-101 140×140㎜ ￥1,200 608810

05-0628-0602 AS-102 100×100㎜ ￥ 700 608811

05-0628-0603 AS-103   60×  60㎜ ￥ 300 608812

えいむサインシート ち

                  

注文コード 規格 外縦×横×幅 標準価格 CD
05-0628-0401 SI-21黒 シルバー文字 65×65×30㎜ ￥600 608814

05-0628-0402 SI-21黒 ゴールド文字 65×65×30㎜ ￥600 608815

05-0628-0403 SI-21白 65×65×30㎜ ￥600 608813

えいむテーブルサイン そ

                  

注文コード 規格 外寸縦×横 標準価格 CD
05-0628-0701 IP-62 65×65㎜ ￥650 310554

えいむ携帯電話禁止サイン つ

材質／ケース：ナイロン　ポール：スチール 

注文コード 規格 外幅×高さ×奥行 標準価格 CD
05-0628-1001 SBR-1ブラック W430×H410×17～180㎜ ￥3,500 602341

05-0628-1002 SBR-2ブラウン W430×H410×17～180㎜ ￥3,500 602342

シンビお会計用品サイドバックレスト(ナイロンバック) ひ

                  

材質／スチール　ケース：帆布 

注文コード 規格 外幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0628-0901 BR-103ブラック 500×300×H400㎜ ￥5,800 609005

05-0628-0902 BR-103ブラウン 500×300×H400㎜ ￥5,800 609006

えいむバッグケース と

                  

                  

材質／スチール（クロムメッキ）　シート：塩化ビニール 

注文コード 規格 外幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0628-0801 BR-101 670×390×H540㎜ ￥9,800 609007

05-0628-0802 BR-102 485×420×H785㎜ ￥9,500 609008

えいむバッゲージラック て
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赤 青

                  

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 外径 標準価格 CD
05-0629-0601 赤 φ150㎜ ￥550 177019

05-0629-0602 青 φ150㎜ ￥550 177020

05-0629-0603 茶 φ150㎜ ￥550 177021

05-0629-0604 黒 φ150㎜ ￥550 177022

ソフト丸マット ち

茶 黒

                  

材質／銅製 

注文コード 外径 標準価格 CD
05-0629-0501 φ96㎜ ￥1,500 177018

SW銅コースター た

                  

材質／コルク 

注文コード 規格 縦×横 標準価格 CD
05-0629-0901 丸 φ95㎜ ￥200 177041

05-0629-0902 角 95×95㎜ ￥200 177042

コルクコースター と

角丸

材質／PVC植毛 

注文コード 規格 サイズ 標準価格 CD
05-0629-1401 角ブラック 93×93㎜￥240 177110

05-0629-1402 角ワイン 93×93㎜￥240 177060

05-0629-1403 角ブラウン 93×93㎜￥240 177061

05-0629-1404 角ブルー 93×93㎜￥240 177062

シンビスエード
コースター #330 

ま

角ブラック 角ワイン角ブラウン 角ブルー

材質／パイル生地 

注文コード 規格 外径 標準価格 CD
05-0629-1601 ブラック φ100㎜ ￥320 177074

05-0629-1602 レッド φ100㎜ ￥320 177076

05-0629-1603 ブラウン φ100㎜ ￥320 177078

シンビコースター#550 

●カラフルパイルは吸水性抜群、水洗いが
可能です。

む

ブラック レッド

ブラウン

                  

材質／コルク 

注文コード 規格 縦×横　t=厚さ 標準価格 CD
05-0629-1001 丸 φ95㎜　　t=5㎜￥700 177121
05-0629-1002 角 95×95㎜　t=5㎜￥700 177120

シンビコルクコースター
#100（10枚入） 

ひ

角丸

                  

材質／バージンパルプ 

注文コード 規格 縦×横　t=厚さ標準価格 CD
05-0629-1101 No.104丸φ90㎜　t=1㎜￥600 177106

05-0629-1102 No.105角 90×90㎜　t=1㎜￥600 604384

白無地コースター
（100枚入） 
ふ

No.105角

No.104丸

                  

材質／バージンパルプ 

注文コード 規格 縦×横　t=厚さ標準価格 CD
05-0629-1201 No.106丸φ90㎜　t=1㎜￥660 604385

05-0629-1202 No.107角 90×90㎜　t=1㎜￥660 604386

白コースター絹目入リ
（100枚入） 
へ

No.107角

No.106丸

                  

材質／PP 

注文コード 規格 外径 標準価格 CD
05-0629-0801 赤 φ90㎜ ￥300 177033

05-0629-0802 茶 φ90㎜ ￥300 177035

05-0629-0803 黒 φ90㎜ ￥300 177036

Mコースター て

赤

茶

黒

                  

材質／ポリエステル 

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0629-0701 赤 90×90㎜￥300 177027

05-0629-0702 黒 90×90㎜￥300 177028

05-0629-0703 茶 90×90㎜￥300 177029

Yコースター つ

赤 黒

茶

                  

材質／革 

注文コード 規格 外寸 縦×横外径 標準価格 CD
05-0629-0101 GM-30黒 φ104㎜ ￥750 608791

05-0629-0102 GM-30茶 φ104㎜ ￥750 608792

05-0629-0103 GM-30コゲ茶 φ104㎜ ￥750 608793

05-0629-0104 GM-31黒 102×102㎜￥750 608794

05-0629-0105 GM-31茶 102×102㎜￥750 608795

05-0629-0106 GM-31コゲ茶 102×102㎜￥750 608796

えいむコースター し

GM-31黒 GM-31茶 GM-31コゲ茶

GM-30コゲ茶GM-30茶GM-30黒

                  

材質／カーボンタッチ（リバーシブル） 

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0629-0201 GM-24 φ95㎜ ￥2,900 608797

05-0629-0202 GM-25 95×95㎜￥2,900 608798

えいむコースター(10枚) す

GM-24 GM-25

                  

材質／レザータッチ 

注文コード 規格 外径 標準価格 CD
05-0629-0301 ブラックφ100㎜ ￥2,500 608799

05-0629-0302 グリーンφ101㎜ ￥2,500 608800

05-0629-0303 ブルー φ102㎜ ￥2,500 608801

05-0629-0304 イエローφ103㎜ ￥2,500 608802

05-0629-0305 レッド φ104㎜ ￥2,500 608803

05-0629-0306 ブラウンφ105㎜ ￥2,500 608804

えいむコースターGM-21(10枚) せ

ブラック

グリーン

ブルー

イエロー

レッド
ブラウン

                  

●リバーシブル

注文コード 規格 外径 標準価格 CD
05-0629-0401 GM-2ブラック⇔エンジφ95㎜￥2,200 608805

05-0629-0402 GM-2ブルー⇔グリーンφ95㎜￥2,200 608806

05-0629-0403 GM-2グレー⇔ブラウンφ95㎜￥2,200 608807

えいむコースター GM-2(10 枚 )  そ

GM-2
ブラック⇔エンジ

GM-2
ブルー⇔グリーン

GM-2
グレー⇔ブラウン

材質／アクリル100% 

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0629-1302 ワイン 100×100㎜￥480 177051

05-0629-1303 ベージュ 100×100㎜￥480 177053

05-0629-1304 ブラウン 100×100㎜￥480 177054

05-0629-1305 ブラック 100×100㎜￥480 177055

シンビコースター#850 

●HANDMADE

ほ

ワイン ベージュブラウン ブラック

材質／PVC植毛 

注文コード 規格 サイズ 標準価格 CD
05-0629-1501 丸ブラック φ94㎜ ￥240 177111

05-0629-1502 丸ワイン φ94㎜ ￥240 177063

05-0629-1503 丸ブラウン φ94㎜ ￥240 177064

05-0629-1504 丸ブルー φ94㎜ ￥240 177065

シンビスエード
コースター #330 

み

丸ブラック 丸ワイン

丸ブラウン 丸ブルー
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材質／ATBC-PVC（非メタル酸PVC） 

注文コード 規格 CD
05-0630-0101 日本 600439

05-0630-0102 バングラデシュ 600440

05-0630-0103 ブータン 600441

05-0630-0104 ブルネイ 600442

05-0630-0105 カンボジア 600443

05-0630-0106 中国 600444

05-0630-0107 香港 600445

05-0630-0108 インド 600446

05-0630-0109 インドネシア 600447

05-0630-0110 韓国 600448

05-0630-0111 ラオス 600449

05-0630-0112 マレーシア 600450

05-0630-0113 モンゴル 600451

05-0630-0114 ミャンマー 600452

05-0630-0115 ネパール 600453

注文コード 規格 CD
05-0630-0116 フィリピン 600454

05-0630-0117 シンガポール 600455

05-0630-0118 スリランカ 600456

05-0630-0119 台湾 600457

05-0630-0120 タイ 600458

05-0630-0121 ウズベキスタン 600459

05-0630-0122 ベトナム 600460

05-0630-0123 イラン 600461

05-0630-0124 イエメン 600462

05-0630-0125 アルジェリア 600463

05-0630-0126 カメルーン 600464

05-0630-0127 コートジボワール 600465

05-0630-0128 エジプト 600466

05-0630-0129 エチオピア 600467

05-0630-0130 ガーナ 600468

注文コード 規格 CD
05-0630-0131 ケニア 600469

05-0630-0132 モロッコ 600470

05-0630-0133 ナイジェリア 600471

05-0630-0134 セネガル 600472

05-0630-0135 南アフリカ 600473

05-0630-0136 タンザニア 600474

05-0630-0137 オーストラリア 600475

05-0630-0138 キリバス 600476

05-0630-0139 ニュージーランド 600477

05-0630-0140 パラオ 600478

05-0630-0141 パプアニューギニア 600479

05-0630-0142 トンガ 600480

05-0630-0143 アルゼンチン 600481

05-0630-0144 ボリビア 600482

05-0630-0145 ブラジル 600483

注文コード 規格 CD
05-0630-0146 チリ 600484

05-0630-0147 コロンビア 600485

05-0630-0148 エクアドル 600486

05-0630-0149 パラグアイ 600487

05-0630-0150 ペルー 600488

05-0630-0151 ウルグアイ 600489

05-0630-0152 ベネズエラ 600490

05-0630-0153 オーストリア 600491

05-0630-0154 ベルギー 600492

05-0630-0155 ボスニア･ヘルツェゴビナ 600493

05-0630-0156 ブルガリア 600494

05-0630-0157 クロアチア 600495

05-0630-0158 チェコ 600496

05-0630-0159 デンマーク 600497

05-0630-0160 イングランド 600498

注文コード 規格 CD
05-0630-0161 フィンランド 600499

05-0630-0162 フランス 600500

05-0630-0163 ドイツ 600501

05-0630-0164 ギリシャ 600502

05-0630-0165 ハンガリー 600503

05-0630-0166 アイスランド 600504

05-0630-0167 アイルランド 600505

05-0630-0168 イスラエル 600506

05-0630-0169 イタリア 600507

05-0630-0170 カザフスタン 600508

05-0630-0171 オランダ 600510

05-0630-0172 ノルウェー 600511

05-0630-0173 ポーランド 600512

05-0630-0174 ポルトガル 600513

05-0630-0175 ルーマニア 600514

注文コード 規格 CD
05-0630-0176 ロシア 600515

05-0630-0177 セルビア 600516

05-0630-0178 スロバキア 600517

05-0630-0179 スロベニア 600518

05-0630-0180 スペイン 600519

05-0630-0181 スウェーデン 600520

05-0630-0182 スイス 600521

05-0630-0183 トルコ 600522

05-0630-0184 イギリス 600523

05-0630-0185 ウクライナ 600524

05-0630-0186 バチカン市国 600525

CHNワールドフラッグコースター し

WORD FLAG COASTER
ワールドフラッグコースター

サイズ：外径φ 90×厚み 3㎜ 標準価格 各￥300 

日本 バングラデシュ ブータン ブルネイ カンボジア 中国 香港 インド インドネシア 韓国 ラオス

マレーシア モンゴル ミャンマー ネパール フィリピン シンガポール スリランカ 台湾 タイ ウズベキスタン ベトナム

イラン イエメン アルジェリア カメルーン コートジボワール エジプト エチオピア ガーナ ケニア モロッコ ナイジェリア

セネガル 南アフリカ タンザニア オーストラリア キリバス ニュージーランド パラオ パプアニューギニア トンガ アルゼンチン ボリビア

ブラジル チリ コロンビア エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ オーストリア ベルギー ボスニア･ヘルツェゴビナ

ブルガリア クロアチア チェコ デンマーク イングランド フィンランド フランス ドイツ ギリシャ ハンガリー アイスランド

アイルランド イスラエル イタリア カザフスタン オランダ ノルウェー ポーランド ポルトガル ルーマニア ロシア セルビア

スロバキア スロベニア スペイン スウェーデン スイス トルコ イギリス ウクライナ バチカン市国
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材質／合皮 

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0631-0101 ブラック 198×120㎜ ￥1,800 608724

05-0631-0102 ブラウン 198×120㎜ ￥1,800 608725

05-0631-0103 レッド 198×120㎜ ￥1,800 608726

えいむキャッシュトレー CT-121 し

ブラック

ブラウン

レッド                  

材質／合皮 

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0631-0201 レッド 202×122㎜ ￥1,600 310560

05-0631-0202 ブルー 202×122㎜ ￥1,600 310561

05-0631-0203 ブラウン 202×122㎜ ￥1,600 310562

05-0631-0204 ブラック 202×122㎜ ￥1,600 310563

えいむ合皮キャッシュトレイ CT-7  す

レッド ブルー ブラウン ブラック
                  

材質／合皮 

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0631-0401 赤 210×125×H20㎜ ￥1,800 310570

05-0631-0402 黒 210×125×H20㎜ ￥1,800 310195

05-0631-0403 緑 210×125×H20㎜ ￥1,800 310196

05-0631-0404 茶 210×125×H20㎜ ￥1,800 310197

シンビ キャッシュトレイ MS-205 そそ

黒

緑

茶

赤

材質／合皮 

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0631-0501 黒 205×125×H17㎜ ￥1,500 310191

05-0631-0502 緑 205×125×H17㎜ ￥1,500 310192

05-0631-0503 茶 205×125×H17㎜ ￥1,500 310193

05-0631-0504 赤 205×125×H17㎜ ￥1,500 310194

シンビキャッシュトレイ T-1 た

黒

緑

茶

赤

                  

材質／合皮 

注文コード 規格 外寸 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0631-0601 黒 106×193×H10㎜ ￥1,400 310352

05-0631-0602 紺 106×193×H10㎜ ￥1,400 310353

シンビキャッシュトレイ T-6 ち

黒 紺

                  

材質／18-8ステンレス 

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0631-0701 菊渕 220×110㎜ ￥3,400 172051

05-0631-0702 B渕 220×110㎜ ￥3,400 172052

05-0631-0703 渕無 220×110㎜ ￥1,600 172053

UK18-8キャッシュトレー 
made in
燕三条つ

                  

材質／18-8ステンレス 

注文コード 規格 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0631-0801 菊渕 216×116㎜ ￥3,200 172054

05-0631-0802 B渕 216×116㎜ ￥3,200 172055

05-0631-0803 渕無 216×116㎜ ￥1,460 172056

SW18-8キャッシュトレー 
made in
燕三条て

                  

材質／18-8ステンレス 

注文コード 外寸縦×外寸横 標準価格 CD
05-0631-0901 180×115㎜ ￥980 172057

TKS18-8キャッシュトレー 
made in
燕三条と

                  

材質／18-8ステンレス 

注文コード 外寸 縦×横 標準価格 CD
05-0631-1001 150×80㎜ ￥1,700 172064

UK18-8小判型カスタートレー 
made in
燕三条ひ

                  

材質／18-0ステンレス 

注文コード 外寸 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0631-1101 225×92×H9㎜ ￥1,000 172290

キャッシュトレー　L 
made in
燕三条ふ

                  

材質／18-0ステンレス 

注文コード 外寸 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0631-1201 177×83×H10㎜ ￥800 172291

ルフレ　だ円トレー 
made in
燕三条へ

                  

材質／本革 

注文コード 規格 内寸縦×横 標準価格 CD
05-0631-0301 ブラック 115×115㎜ ￥4,100 310700

05-0631-0302 ブラウン 115×115㎜ ￥4,100 310701

05-0631-0303 エンジ 115×115㎜ ￥4,100 310702

05-0631-0304 グリーン 115×115㎜ ￥4,100 310703

えいむ革トレーCT-23 

お預かりしたお金を守ります。
又、確実におつりを・・・。

●ホック組み立て式

せ

ブラック

ブラウン

エンジ

グリーン

●外寸：142×142㎜                  
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注文コード 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0632-0301 85×65×H12㎜ ￥12,600 189240

ベルスター1枠消機 BS4CE-XBL せ

●電源電圧：DC3V（コイン型リチウム電池　CR2032×1）
●消費電流：送信時25mA以下・待機時0.01mA以下
●操作モニター：ピッ音＋LED点灯
●モード切替：スイッチ切替で1枠消機に切替可
●送信番号：1～99
●質量：約36g（電池含）
●使用周囲温度：0℃～50℃（結露なきこと）
●30秒タイマーモードに切替可能（いたずら防止）
●カード型          

注文コード 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0632-0201 220×100×H30㎜ ￥33,000 189241

ベルスター5枠消機 BS5E す

●電源電圧：DC3V（単三型アルカリ乾電池×2本）
●消費電流：送信時35mA以下・待機時0.01mA以下
●バンクコード：16種類（ディップスイッチにて設定可能）
●電波到達距離：周囲の電波状況によりことなります。
　                     見通しで約100m（室内は目安として約50m）
●送信出力：1mW以下 操作モニターピッ音
●質量：約320g（電池含）
●使用周囲温度：0℃～50℃（結露なきこと）           

ベルスター　呼びだしチャイム　コールシステム

注文コード 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0632-0101 528×113×H45㎜ ￥240,000 189229

ベルスター受信表示機 BS5R(標準) し

●電源：AC100V 50/60Hz 12VA）  ●送受信周波数：426.1MHz
●送信出力：１mW以下（特定小電力無線局）
●電波到達距離：周囲の電波状況によりことなります。見通しで約100m（室内では目安として約50m） 
●バンクコード：16種類
●表示方法：5枠2桁　着信順表示　（赤色LED）　アルファベット（a～f）表示可
●表示保留：5枠全点灯時、内部メモリーに45個記憶
●表示消去：消器によるランダム消去およびタイマー自動消去（5秒・10秒・20秒・30秒・1分・2分・3分・連続）
●明るさ切替：4段階　●チャイム：8種類の音色から任意に指定可能
●音量調節：8段階　 ●スピーカ出力：約1W
●使用温度範囲：0℃～50℃（但し結露なきこと）　●質量：約1ｋｇ
●付属品：AC電源コード（長さ2m）    

注文コード 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0632-0601 85×65×H12㎜ ￥12,600 189243

ベルスター送信機 カード型 BS4C-XBLブラック ち

●電源電圧：DC3V（コイン型リチウム電池　CR2032×1）
●消費電流：送信時25mA以下・待機時0.01mA以下
●バンクコード：16種類（ディップスイッチにて設定可能）
●電波到達距離：周囲の電波状況によりことなります。
   　　　　　　 見通しで約100m（室内では目安として約50m）
●送信出力：1mW以下
●操作モニター：ピッ音＋LED点灯
●モード切替：スイッチ切替で1枠消機に切替可
●送信番号：1～99　●質量：約36g（電池含）
●使用周囲温度：0℃～50℃（結露なきこと）
●30秒タイマーモードに切替可能（いたずら防止）                          

注文コード 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0632-0701 58×100×H17㎜ ￥3,000 189253

ベルスターカード型ホルダー H-BL
ブラック 

つ

●（BS5T型）の送信機と組み合わせて
　ご使用できます。

S-B　ブラウン S-P　パール S-W　木目

                  

注文コード 規格 外径×高さ 標準価格 CD
05-0632-0801 S-B　ブラウン φ105×H180㎜ ￥3,000 189219

05-0632-0802 S-P　パール φ105×H180㎜ ￥3,000 189220

05-0632-0803 S-W　 木目 φ105×H180㎜ ￥3,500 189221

ベルスターメニューボード（BS5T型専用） て

●BS5T型の送信機と組み合わせて
ご使用できます。

N-P　パール N-W3　木目N-W2　ミディアムオーク

                  

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0632-0901 N-P　  パール 96×127×H95㎜ ￥3,000 189222

05-0632-0902 N-W3　  木目 96×127×H95㎜ ￥3,500 189223

05-0632-0903 N-W2　ミディアムオーク 96×127×H95㎜ ￥3,500 189225

ベルスターナプキンスタンド と

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0632-1001 B-FS 103×100×H130㎜ ￥3,000 189226

ベルスターフラット型送信機専用
ベーススタンド 

BS5B型クリーム
とのセット例

ひ

                  

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0632-1101 N-FS 103×130×H110㎜ ￥3,000 189227

ベルスターフラット型送信機専用
ナプキンスタンド 

BS5B型クリーム
とのセット例

ふ

                  

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0632-0501 BS5B-XBLブラック 80×80×H30㎜ ￥14,000 189250

05-0632-0502 BS5B-XCクリーム 80×80×H30㎜ ￥14,000 189251

05-0632-0503 BS5B-XKかりん 80×80×H30㎜ ￥14,700 189252

ベルスター送信機 フラット型 た

BS5B-XBLブラック BS5B-XCクリーム BS5B-XKかりん

●電源電圧：DC3V（単四型アルカリ乾電池×2本）
●消費電流：送信時35mA以下・待機時0.01mA以下
●バンクコード：16種類（ディップスイッチに設定可能）
●電波到達距離：周囲の電波状況によりことなります。
　　　　　　　 見通しで約100m（室内では目安として50m）
●送信出力：1mW以下　●操作モニター：ピッ音＋LED点灯
●モード切替：スイッチ切替で1枠消機に切替可　●送信番号：1～FF
●質量：約110g（電池含）　●使用周囲温度：0℃～50℃（結露なきこと）
●30秒タイマーモードに切替可能（いたずら防止）、盗難防止機能（オプション）、
チャイム指定機能あり        

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0632-1201 S-FS 103×60×H150㎜ ￥3,000 189228

ベルスターフラット型送信機専用セット
アップ メニュースタンド 

●B-FSベーススタンドもしくは
N-FSナプキンスタンドにセット
して使用します。お好みに合わ
せて自由に組み合わせできます。

BS5B型クリーム・
B-FSナプキンスタンド
とのセット例

へ

                  

注文コード 規格 外径×高さ 標準価格 CD
05-0632-0401 BS5T-XBブラウン φ81×H53㎜ ￥12,600 189244

05-0632-0402 BS5T-XP  パール φ81×H53㎜ ￥12,600 189245

05-0632-0403 BS5T-XR    レッド φ81×H53㎜ ￥12,600 189246

05-0632-0404 BS5T-XW2ミディアムオーク φ81×H53㎜ ￥13,300 189247

05-0632-0405 BS5T-XW3  木目 φ81×H53㎜ ￥13,300 189248

ベルスター送信機 お椀型 そ

BS5T-XBブラウン BS5T-XPパール BS5T-XRレッド

BS5T-XW2ミディアムオーク BS5T-XW3木目

●電源電圧：DC3V（単四型アルカリ乾電池×2本）
●消費電流：送信時35mA以下・待機時0.01mA以下
●バンクコード：16種類（ディップスイッチに設定可能）
●電波到達距離：周囲の電波状況によりことなります。
                        見通しで約100m（室内では目安として50m）
●送信出力：1mW以下　●操作モニター：ピッ音
●モード切替：スイッチ切替で1枠消機に切替可　●送信番号：1～FF
●質量：約110g（電池含）　●使用周囲温度：0℃～50℃（結露なきこと）
●30秒タイマーモードに切替可能（いたずら防止）、盗難防止機能（オプション）、
チャイム指定機能あり        
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・5枠、2桁表示、先着順に表示します。
・5枠がいっぱいになっても、50個まで記憶します。
・両面表示は裏面に同じ表示、動作をします。

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0633-0201 SRE-R 465×49×H112㎜ ￥315,300 189109

05-0633-0202 SRE-RS 465×49×H112㎜ ￥297,500 189108

ソネット君受信機（両面表示） す

※SRE-RSはレディーコール未対応です。                  

小規模店舗などに最適です。
コンパクトサイズですが5枠表示と同等の受信性能を持っています。
5枠受信機と併用しサブ受信機としても重宝します。

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0633-0301 SRE-H 220×29×H93㎜ ￥119,500 189110

ソネット君一枠受信機 せ

●電源電圧：DC6V 1A　 ●受信周波数：426MHｚ（特定小電力型） 
●表示方法：1枠、数字2桁、着信順に表示（文字高さ41ｍｍ、赤色ＬＥＤ） 
●表示消去：消し機による消去、タイマー自動消去　 ●チャイム：14種類
●使用温度：0℃～40℃　●重量：270ｇ            

注文コード 縦×横×厚み 標準価格 CD
05-0633-0401 220×93×22㎜ ￥104,500 189155

ソネット君10テーブル受信機 SRE-10 そ

●電源：単相100V ●消費電力：5W　
●受信周波数：426.025～426.1375MHｚ（2ch） ●使用温度：0～40℃　
●表示方法：赤色LED ●ブザー音：4色 ●音量：3段階            

どこに居てもお客様からの呼び出しをキャッチできます!

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0633-0501 SRE-KL-S 100×18×H43㎜ ￥39,800 189156

ソネット君携帯受信機 LED 消去信号送信仕様 た

●受信周波数：426MHｚ　   ●表示方法：音声にて番号通知　●音量調節：6段階
●充電時間：約3～4時間　●使用温度：0℃～40℃            ●重量：50ｇ
●表示保留：ファンクションボタンを押すと最新を再通知　※専用充電池付属、専用充電器別売  　           

・送信機を押されるとバイブレーション（10秒固定）と番号をLEDで表示します。
・メモリー機能付（最大50個）で複数呼ばれてもリセットボタンを押すと順に表示されます。
・設置型の受信機と併用で更に効率アップ。
・充電式で3～4時間の充電で約1日使用可能です。（状況により異なります。）
※専用充電器は別売りです。ソネット君携帯受信機専用充電スタンドSCH、携帯受信機用小型充電スタンドSCH-2をご使用ください。

・受信表示機の1枠～5枠を任意で消去できます。
・一括で消せる全消去ボタン装備。
・受信表示機の各種設定を遠隔で行えます。

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0633-0601 SER-1 220×29×H93㎜ ￥31,800 189116

ソネット君ナンバー消し機 ち

●呼び出し番号表示消去ボタン（1～5） 
●チャイム音設定 
●音量設定 
●全消去ボタン 
●電池切れ確認ボタン 

●電源：3V（単3アルカリ乾電池×2） 
●送信周波数：426.075MHｚ 
●使用温度：0～40℃ 
●質量：約200g 
●付属品：壁掛け用取り付けネジ4×25（2ヶ）         

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0633-0701 SER-C 55×93×H8㎜ ￥12,700 189117

05-0633-0702 ホルダーのみ SHD ー ￥ 3,200 189118

ソネット君カード型消し機 つ

●電源：3V（ボタン電池×1） ●送信周波数：426.075MHｚ（特定省電力型） 
●使用温度：0～40℃  ●質量：約34g               

・スタッフが携帯するナンバー消し機です。　
・携帯型なので持ち運び自由、最初のわくをその
場で消すことが出来ます。

・一枠受信機に有効です。

・スタッフが携帯できる一枠目専用の消し機です。
・ナンバー消し機との併用でより効率がアップします。
・充電式なので経済的です。
※小型充電スタンドSCH-2が必要です。
　ベルトケースSKBを使用することが出来ます。

●受信周波数：426MHｚ（特定小電力型） 
●使用温度：0℃～40℃  ●重量：50ｇ                

注文コード 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0633-0801 100×18×H４３ ￥29,600 189119

ソネット君携帯消し機 SER-K て

広範囲での使用を補う無線式の中継機です。
コンパクトサイズで設置場所を選びません。

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0633-0901 SRP 220×29×H93㎜ ￥35,000 189152

ソネット君中継器 と

●電源：単相100V  ●送受信周波数：426.075MHz 
●使用温度：0℃～40℃  ●質量：300g
●送受信距離：約100m　※周囲の電源環境により変化します。              

スペースをとらない
カード式送信機

注文コード 規格 （本体）縦×横×高さ
（ホルダー）縦×横×高さ 標準価格 CD

05-0633-1001 STR-CG-HD 55×93×H8㎜
80×17×H122㎜ ￥15,900 189135

ソネット君
カード型送信機（ホルダー付） 

ひ

●電源：3V（ボタン電池×1） 　●送信周波数：426.075MHｚ（特定省電力型） 　
●番号：0～99番まで内部メモリに登録ユーザー側にて変更可
●使用温度：0℃～40℃　　  ●質量：約34g（本体）              

注文コード 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0633-1101 82×95×H60㎜ ￥24,000 189114

ソネット君携帯型受信機用
小型充電スタンド SCH-2 

ふ

                  

より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。
新しいオーダーコールシステム”ソネット君”
※「ソネット君」は送信機、受信機、消し機で構成されています。
　広範囲エリアで使用される場合は、必要に応じて中継機をご使用ください。

アンテナのないすっきりデザイン
特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。
【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。
【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。　
【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0633-0101 SRE-K 465×42×H112㎜ ￥248,000 189107

05-0633-0102 SRE-KS 465×42×H112㎜ ￥227,900 189106

ソネット君受信機（片面表示） し

●電源：単相100V　
●受信周波数：426.075MHｚ
●受信距離：最大約30～50m（周囲の電波環境により変化します。）
●表示方法：5枠、2桁、着信順に表示（文字高さ55㎜/41㎜赤色LED）
●表示保留：全枠点灯時内部メモリに30個まで記憶 
●表示消去：自動消去（消し機によるランダム消去、タイマー自動消去） 
●チャイム：14種類の音色からユーザー側で設定可能
●音量調節：6段階　      ●スピーカー出力：300mW　
●使用温度：0℃～40℃　●質量：約850g　
●付属品：壁掛け用取り付けネジ3.5×16（2ヶ） 

オーダーコールシステム

※SRE-KSはレディーコール未対応です。       
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※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、注文コード・サイズをお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。 634

一般型　TG　
ライトグレー

一般型　TB　ブラック

一般型　TU　
うるし

一般型　TM　みかげ

一般型　TW　
木目

ソネット君卓上型送信機　STR し

※ソネット君　空席情報盤SSEをご使用の際は、空席情
報対応型をご指定ください。

●電源：3V（単4アルカリ乾電池×2本）
●送信周波数：426.075MHｚ 
●番号：0～99番まで内部メモリに登録
  （ユーザー側にて変更可能）
●使用温度：0℃～40℃
●質量：約98g

色
一般型 空席情報対応型

注文コード 規格 標準価格 CD 注文コード 規格 標準価格 CD 縦×横×高さ
ライトグレー 05-0634-0101 TG ￥12,700 189120 05-0634-0102 TSG ￥13,700 189130

85×44×H61
㎜

ブラック 05-0634-0103 TB ￥12,700 189121 05-0634-0104 TSB ￥13,700 189131
うるし 05-0634-0105 TU ￥14,800 189122 05-0634-0106 TSU ￥15,800 189132
みかげ 05-0634-0107 TM ￥14,800 189123 05-0634-0108 TSM￥15,800 189133
木目 05-0634-0109 TW ￥14,800 189124 05-0634-0110 TSW￥15,800 189134

色
リセット機能

注文コード 規格 標準価格 CD
ライトグレー 05-0634-0111 TRG ￥13,700 189125
ブラック 05-0634-0112 TRB ￥13,700 189126
うるし 05-0634-0113 TRU ￥15,800 189127
みかげ 05-0634-0114 TRM￥15,800 189128
木目 05-0634-0115 TRW￥15,800 189129

STR-TG-3　ライトグレー STR-TU-3　うるし

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0634-0401 STR-TG-3　ライトグレー 143×140×H115㎜ ￥16,400 189148

05-0634-0402 STR-TU-3　うるし 143×140×H115㎜ ￥20,300 189149

ソネット君3点セットスタンド付送信機 そ

                  
STR-SG　
ライトグレー

STR-SB　
ブラック

STR-SPB　
パールブラックSTR-SMG　

マーブルグレー
STR-SW　
木目

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0634-0601 STR-SG　  ライトグレー 85×29×H61㎜ ￥12,700 603730

05-0634-0602 STR-SB　  ブラック 85×29×H61㎜ ￥12,700 603731

05-0634-0603 STR-SPB　パールブラック 85×29×H61㎜ ￥14,800 603732

05-0634-0604 STR-SMG　マーブルグレー 85×29×H61㎜ ￥14,800 603733

05-0634-0605 STR-SW　  木目 85×29×H61㎜ ￥14,800 603734

ソネット君スリム型送信機 ち

                  

注文コード 外幅×横×厚み 標準価格 CD
05-0634-0901 194×120×22㎜ ￥28,000 189299

エコチャイム  EC-500 中継機 と

                  

注文コード 外幅×横×厚み 標準価格 CD
05-0634-1001 117×67×26㎜ ￥15,000 189298

エコチャイム  EC-400
 消去機(電池レス)5窓対応 

ひ

                  

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0634-0201 STR-TG-NP　ライトグレー 110×115×H110㎜ ￥15,900 189143

05-0634-0202 STR-TB-NP　ブラック 110×115×H110㎜ ￥15,900 189144

05-0634-0203 STR-TU-NP　うるし 110×115×H110㎜ ￥19,500 189145

05-0634-0204 STR-TM-NP　みかげ 110×115×H110㎜ ￥19,500 189146

05-0634-0205 STR-TW-NP　木目 110×115×H110㎜ ￥19,500 189147

ソネット君ナプキンスタンド付送信機 す

●電源：3V（単4アルカリ乾電池×2本）　●送信周波数：426.075MHｚ 
●番号：0～99番まで内部メモリに登録（ユーザー側にて変更可能）　●使用温度：0℃～40℃　●質量：約98g              

STR-TG-NP 
ライトグレー

STR-TB-NP 
ブラック

STR-TU-NP　
うるし

STR-TM-NP 
みかげ

STR-TW-NP 
木目

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0634-0301 SPN-G　ライトグレー 110×115×H110㎜ ￥3,200 189136

05-0634-0302 SPN-B　ブラック 110×115×H110㎜ ￥3,200 189137

05-0634-0303 SPN-U　うるし 110×115×H110㎜ ￥4,700 189138

05-0634-0304 SPN-M　みかげ 110×115×H110㎜ ￥4,700 189139

05-0634-0305 SPN-W　木目 110×115×H110㎜ ￥4,700 189140

ソネット君送信機用ナフキンスタンドのみ 

※写真の送信機は別売りです。　送信機STRよりお選びください。

せ

                  

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0634-0501 SPN-3G　ライトグレー 143×140×H115㎜ ￥3,700 189141

05-0634-0502 SPN-3U　うるし 143×140×H115㎜ ￥5,500 189142

ソネット君3点セットスタンドのみ た

                  

注文コード 外幅×横×厚み 標準価格 CD
05-0634-0801 600×66×119㎜ ￥125,000 189291

エコチャイム  EC-100 受信表示機 て

メリット 2　トラブル減少
●通信処理速度…0.001秒
　ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず
受信表示します。 

●防水性の強化
　20万回のプッシュテストをクリア                

メリット 1　電池レス
●年間使用の電源の削除
●電池残量が少なくなると、通信距離が短く
なることや、電源の液漏れ等のトラブルがな
くなります。 
●電池の購入および交換がいりません。                

メリット 3　安心の3年間保障
●業界初!? 長期保障
　安心してご利用いただく為に、一般的には1年
間の保障を3年間に延長しました。                 

電池を使わない革新的なチャイム。
「エコチャイム」

注文コード 外幅×横×厚み 標準価格 CD
05-0634-0701 120×194×22㎜ ￥80,000 189292

エコチャイム  EC-110 受信機(10画面) つ

注文コード 規格 外幅×横×厚み 標準価格 CD
05-0634-1101 EC-301 アイボリー 68×68×22㎜ ￥ 9,000 189293

05-0634-1102 EC-302 ブラック 68×68×22㎜ ￥ 9,000 189294

05-0634-1103 EC-303 パールレッド 68×68×22㎜ ￥ 9,000 189295

05-0634-1104 EC-304 パールブルー 68×68×22㎜ ￥ 9,000 189296

05-0634-1105 EC-305 木目 68×68×22㎜ ￥10,000 189297

エコチャイム 送信機(電池レス) ふ
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※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、注文コード・サイズをお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。635

・複数の受信機を一度に充電可能。
約6時間でフル充電　
・かんたんお手入れを実現。
水によるトラブルを予防

5台タイプ 
RE-305

10台タイプ 
RE-310

注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0635-0401 5台タイプ RE-305 79×165×H54㎜ ￥25,000 604293

05-0635-0402 10台タイプ RE-310 79×290×H54㎜ ￥30,000 604294

リプライコール充電器 そ

●型式：RE-305　RE-310  ●重量：約400g　約550g 
●電源：100V DC6Vアダプター  ●充電時間：約6時間 
●方式：接点充電 収納部セパレート式（掃除可能） ●消費電力：約12W（ピーク時）　約24W（ピーク時）            

・信号の到達距離を延長　
・受信電波強度表示機能を搭載

注文コード 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0635-0501 170×85×H40㎜ ￥30,000 604295

リプライコール中継機 RE-400 た

●型式：RE-400  ●電源：100V DC6Vアダプター 
●重量：約200g  ●周波数：426.025～426.1375MHz 特定小電力 
●チャンネル：20チャンネル  ●受信電波強度表示機能：有り 
●到達距離：対送信機 約300m 　対受信機 約100m   ●設定番機：同一チャンネルエリア 1～8番機 
●消費電力：約3W（ピーク時）          

注文コード 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0635-0201 51×116×H19㎜ ￥25,000 604292

リプライコール受信機 RE-200 す

●型式：RE-200 
●重量：約100g（電池パック含む）
●電源：リチウムポリマー充電池 
●周波数：426.025～426.1375MHz 
　　　　 特定小電力 
●チャンネル：20チャンネル 

●動作：受信LED・7セグLED・電子音・
　　　 バイブレーション 受信音量2段切替有り 　
　　　 送信機番号表示（255台）可能 　
　　　 0℃でバイブレーション作動不可  
●電池残量確認：赤色LEDバー点滅速度で表示 
●連続待受時間：約24時間以上（圏内時、フル充電時）・
　　　　　　　 電源ON/OFF可能 
●圏外表示機能有り・E（エラー表示） 
●アンテナ 内蔵式         注文コード 規格 縦×横×高さ 標準価格 CD

05-0635-0301 5台セット 51×116×H19㎜ ￥175,500 604296

05-0635-0302 10台セット 51×116×H19㎜ ￥298,000 604297

リプライコール受信機 RE-200セット品 せ

●5台セット ： 送信機RE-100×1、受信機RE-200×5、充電器5台用 RE-305×1 
●10台セット ： 送信機RE-100×1、受信機RE-200×10、充電器10台用 RE-305×1               

●到達距離：約100m 
●送信：受信機99台対応　受信確認機能有り　
　　　 受信不可通知機能有り  
●一斉送信：0 + コール   
●消費電力：約3W（ピーク時）          

注文コード 縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0635-0101 170×85×H40㎜ ￥40,000 604291

リプライコール送信機 RE-100 し

●型式：RE-100  
●重量：約200g 
●電源：100V DC6Vアダプター 
　　　 単三アルカリ乾電池使用可能（3本）  
●周波数：426.025～426.1375MHz 特定小電力 
●チャンネル：20チャンネル 

かんたん操作で、お客様をお呼び出し。すぐに使いこなせることも、リプライコールの魅力です。

受信機に設定された番号を確認して、
お客様にお渡しください。

受信機をお客様へお渡し1 2 3呼び出したい受信機の番号を入力
送信機の10キーを利用して、呼び出した
い受信機の番号を入力します。送信機の
表示窓には入力した番号が表示されます。

呼び出し
［CALL］キーをプッシュして受信機を呼び
出します。

４ 呼び出し確認
受信機に信号が届くと、送信機の表示窓の
LED表示が赤から緑に変わります。

5 呼び出し受信
受信機は呼び出しを受ける
とLED・番号表示（受信機番
号または送信機番号）・チャ
イム・音・バイブレーション
でお知らせ（任意で切り替
え可能）。

6 呼び出し停止
受信機のSTOPボタンを
押すことで、受信LED・呼
び出しチャイム音・バイブ
レーションをSTOPでき
ます。

トラブルが最小限！
だから納得！
受信確認機能

送信機から送信した信号を受信機がキャッチすると、
自動で受信確認信号を送信機へ返信（受信確認機
能）します。送信機側でも信号が届いていることを確
認できるため、安心して業務が行えます。また不要な
トラブルもなくなります。

使用場所を選ばない！
だから便利！
「2WAY」電源対応

送信機は、AC電源はもちろん、電池での駆動にも対
応。アウトドアでのイベントや、AC電源の確保が難し
い場所などでも利用することができます。

広い敷地でもOK！
だから安心！
特定小電力タイプ

通信方式に特定小電力無線を採用。これまでの一般
的なシステムよりも、通信距離が大幅に長くなって
います（見通し約100m）。そのため広い敷地の施
設でも安心してご利用OK！また中継機（オプション）
の活用で通信可能距離はさらに広がります。

お客様は自由に移動可能！
だから快適！
「圏外」お知らせ機能

受信機が「圏外」になった場合には、異常音とバイブ
レーション、圏外表示でしっかりお知らせ。お客様は
送信機からの信号が届くエリアを把握できるように
なるため、待ち時間の間を、安心して過ごすことがで
きます。

リプライコール導入例

リプライコールは、フロアが別れているフードコートやテラス席が用意
されているフードコートにも最適。中継機の利用により通信距離が大
幅アップするため、確実にお客様をお呼びすることが可能です。

中継機

受信機

送信機
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注文コード 規格 標準価格 CD
05-0636-0301 ホワイト ￥230,000 611011

05-0636-0302 ブラック ￥230,000 611012

05-0636-0303 ウッド ￥230,000 611013

マイコール10台セット [MYCst110] KORせ

 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0636-0401 ホワイト ￥310,000 611014

05-0636-0402 ブラック ￥310,000 611015

05-0636-0403 ウッド ￥310,000 611016

マイコール20台セット [MYCst120] KORそ

                  

 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0636-0501 ホワイト ￥390,000 611017

05-0636-0502 ブラック ￥390,000 611018

05-0636-0503 ウッド ￥390,000 611019

マイコール30台セット [MYCst130] KORた

 

注文コード 規格 外径×厚み 標準価格 CD
05-0636-0601 ホワイト φ59×8㎜ ￥8,000 611001

05-0636-0602 ブラック φ59×8㎜ ￥8,000 611002

05-0636-0603 ウッド φ59×8㎜ ￥8,000 611003

マイコール送信機[SB-20] KORち

ホワイト ブラック ウッド
●質量：22g　●電源：3V ボタン電池2個　●アンテナ：内蔵　●送信周波数：315MHz 
●モニタ：LED点灯　●内容量：1台             

注文コード 外径×厚み 標準価格 CD
05-0636-0701 φ59×8㎜ ￥8,000 611004

マイコール消去機 [SB-20S] KORつ

マイコール消去機 [SB-20S]

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0636-0801 ホワイト ￥ 1,100 611005

05-0636-0802 ブラック ￥ 1,100 611006

マイコール送信機用ケース [SB-20C] KORて

ホワイト ブラック

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0636-0901 SRT‒1000 ￥40,000 611007

マイコールスマジオ共通中継機 KORと

送信機はどんな場所にも
なじむデザイン　 番号読み上げ機能を搭載 シンプルな使い勝手と

日本語音声ガイダンス機能付　

225個の送信機が登録可能 送信機を長押しで番号消去が
できます 電源工事は不要です

どんな場所にもなじむコンパクトデザイン。
サイズは驚きの直径59㎜、薄さ8㎜！　重さは
たったの22ｇ！　
色はウッド、ホワイト、ブラックの3色を用意しま
した。

日本語補助機能が付いているから、離れた場
所に表示機があっても番号を確認する事がで
きます。多彩なコール音をご用意しました。お
好きな場所に合わせて10種類の音色からお
選びいただけます。音の回数も1～9回の設定
に変えられます。

送信機に消去機能を搭載！　長押しして番号
消去ができます。電池交換もらくらく、くるっと
まわして本体を開ければ簡単に電池交換でき
ます。

電源コードを繋ぐだけで、お好きな場所に設置
可能です。配線工事が必要ないので設置コス
トの削減ができます。お店のデザイン、用途に
合わせてご利用いただけます。

日本語音声ガイダンスで設定を誘導してくれ
るから簡単！　面倒なチャンネル設定もないの
で、簡単に登録できます。簡単鳴り分け機能を
使えば、1番は「ピンポーン」～3番は「鳥の鳴
声」のように自由に番号ごとに送信機を鳴り分
け出来ます。

1～99、A1、E1などのアルファベットと数字の
組み合わせで225個までの送信機登録が出
来ます。グループ登録を使えば、音の鳴り分け
も可能です。様々な環境に合わせて少数、多
数の対応が可能です。

 

注文コード 幅×奥行×高さ(アンテナ部含まず) 標準価格 CD
05-0636-0101 165×29×H110㎜ ￥150,000 611000

マイコール本体受信機(消去機付) [SCM-1230S] KOR

業界一！　小さな本体受信機

ワイヤレスチャイムの本体受信機って壁に取
付けたり、レジ脇に置いたり…結構目立ちます
よね！？　マイコール本体受信機は、業界一小
さな本体を作りました。サイズは165㎜（W）×
29㎜（D）×110（H）㎜お店のデザインを崩さ
ず、邪魔にならないサイズです。
このサイズなら2、3台設置してもOK！

し

●質量：290g　●電源：専用DC12Vアダプター/1000mAアダプター　●表示方式：FND　
●音量：10段階　●ディスプレイ：3窓2桁　●ボタン数：6個　●受信方式：ASK　
●音色：10種類　●送受信周波数：315MHz          

̶高品質、高機能、低コスト、三拍子揃ったコールシステム！！̶

 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0636-0201 ホワイト ￥190,000 611008

05-0636-0202 ブラック ￥190,000 611009

05-0636-0203 ウッド ￥190,000 611010

KORす

                  

マイコール5台セット [MYCst15] 
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注文コード 規格 外径 標準価格 CD
05-0637-0101 丸  4号（500入）φ102㎜ ￥ 1,340 377010

05-0637-0102 丸  5号（500入）φ127㎜ ￥ 1,580 377011

05-0637-0103 丸  6号（500入）φ152㎜ ￥ 1,900 377012

05-0637-0104 丸  7号（500入）φ179㎜ ￥ 2,420 377013

05-0637-0105 丸  8号（500入）φ204㎜ ￥ 3,080 377014

05-0637-0106 丸  9号（500入）φ228㎜ ￥ 3,820 377015

05-0637-0107 丸10号（500入）φ254㎜ ￥ 4,620 377016

05-0637-0108 丸11号（500入）φ279㎜ ￥ 5,220 377017

05-0637-0109 丸12号（500入）φ305㎜ ￥ 6,320 377018

05-0637-0110 丸13号（300入）φ330㎜ ￥ 5,050 377019

05-0637-0111 丸16号（300入）φ406㎜ ￥ 7,350 601003

05-0637-0112 丸18号（300入）φ457㎜ ￥ 9,650 601004

05-0637-0113 丸20号（300入）φ508㎜ ￥12,900 601005

王将レースペーパー 
made in
燕三条し

注文コード 規格 外寸縦×外寸横 標準価格 CD
05-0637-0201   6号（500入）152×106㎜ ￥ 1,840 377020

05-0637-0202   7号（500入）179×113㎜ ￥ 2,020 377021

05-0637-0203   8号（500入）204×150㎜ ￥ 2,540 377022

05-0637-0204 10号（500入）254×176㎜ ￥ 3,480 377023

05-0637-0205 12号（500入）305×216㎜ ￥ 4,520 377024

05-0637-0206 14号（300入）355×249㎜ ￥ 3,800 377025

05-0637-0207 16号（300入）409×266㎜ ￥ 4,740 377026

05-0637-0208 18号（300入）457×292㎜ ￥ 6,300 601006

05-0637-0209 20号（300入）508×332㎜ ￥ 6,000 601007

05-0637-0210 22号（300入）559×343㎜ ￥ 7,750 601008

05-0637-0211 24号 肉用（300入） 610×410㎜ ￥12,700 601009

05-0637-0212 24号 魚用（300入） 610×278㎜ ￥ 8,000 601010

王将レースペーパー小判 
made in
燕三条す

注文コード 規格 外径 標準価格 CD
05-0637-0301 ピンク  4号 φ102㎜ ￥2,860 377051

05-0637-0302 ピンク  5号 φ127㎜ ￥3,160 377052

05-0637-0303 ピンク  6号 φ152㎜ ￥3,600 377053

05-0637-0304 ピンク  7号 φ179㎜ ￥4,540 377054

05-0637-0305 グリーン 4号 φ102㎜ ￥2,860 377228

05-0637-0306 グリーン 5号 φ127㎜ ￥3,160 377230

05-0637-0307 グリーン 6号 φ152㎜ ￥3,600 377232

05-0637-0308 グリーン 7号 φ179㎜ ￥4,540 377234

05-0637-0309 ブルー 4号 φ102㎜ ￥2,860 377229

05-0637-0310 ブルー 5号 φ127㎜ ￥3,160 377231

05-0637-0311 ブルー 6号 φ152㎜ ￥3,600 377233

05-0637-0312 ブルー 7号 φ179㎜ ￥4,540 377235

レースペーパーエコノミー 丸 （500枚入） せ

材質／紙　

規格 緑チェック 赤チェック 底径×高さ 標準価格

5F
注文コード 05-0637-0501 05-0637-0502

φ35×H20㎜ ￥1,740 
CD 377149 377167

6A
注文コード 05-0637-0503 05-0637-0504

φ40×H20㎜ ￥1,740 
CD 377150 377168

6F
注文コード 05-0637-0505 05-0637-0506

φ40×H25㎜ ￥1,920 
CD 377151 377169

7A
注文コード 05-0637-0507 05-0637-0508

φ45×H20㎜ ￥1,920 
CD 377152 377170

7F
注文コード 05-0637-0509 05-0637-0510

φ45×H27㎜ ￥2,120 
CD 377153 377171

8A
注文コード 05-0637-0511 05-0637-0512

φ50×H25㎜ ￥2,120 
CD 377154 377172

8F
注文コード 05-0637-0513 05-0637-0514

φ50×H30㎜ ￥2,300 
CD 377155 377173

朝顔
注文コード 05-0637-0515 05-0637-0516

φ30×H30㎜ ￥2,120 
CD 377156 377174

四角型
注文コード 05-0637-0517 05-0637-0518

45×45×H20㎜ ￥2,200 
CD 377157 377175

紙ケース ライトタイプ （500枚入） た

材質／アルミ 

注文コード 規格 底径×高さ 標準価格 CD

05-0637-0601 5浅 φ34×H   20㎜ ￥ 750 377220

05-0637-0602 5深 φ34×H   26㎜ ￥ 950 377221

05-0637-0603 6浅 φ39×H18.5㎜ ￥ 780 377222

05-0637-0604 6深 φ39×H23.5㎜ ￥ 950 377223

05-0637-0605 7浅 φ42×H   22㎜ ￥ 950 377224

05-0637-0606 7深 φ42×H27.5㎜ ￥1,190 377225

05-0637-0607 8浅 φ45×H30.5㎜ ￥1,420 377226

05-0637-0608 8深 φ45×H   39㎜ ￥2,000 377227

アルミホイルケース 合紙入り （500枚入） ち

材質／グラシン紙　

規格 白色 ピンク ブルー イエロー グリーン 底径×高さ 標準価格

5浅
注文コード 05-0637-0401 05-0637-0402 05-0637-0403 05-0637-0404 05-0637-0405

φ34×H   20㎜ ￥ 2,280 
CD 377176 377188 377194 377200 377206

5深
注文コード 05-0637-0406 05-0637-0407 05-0637-0408 05-0637-0409 05-0637-0410

φ34×H   26㎜ ￥ 3,000 
CD 377177 377189 377195 377201 377207

6浅
注文コード 05-0637-0411 05-0637-0412 05-0637-0413 05-0637-0414 05-0637-0415

φ39×H18.5㎜ ￥ 2,480 
CD 377178 377190 377196 377202 377208

6深
注文コード 05-0637-0416 05-0637-0417 05-0637-0418 05-0637-0419 05-0637-0420

φ39×H23.5㎜ ￥ 3,000 
CD 377179 377191 377197 377203 377209

7浅
注文コード 05-0637-0421 05-0637-0422 05-0637-0423 05-0637-0424 05-0637-0425

φ42×H   22㎜ ￥ 3,000 
CD 377180 377192 377198 377204 377210

7深
注文コード 05-0637-0426 05-0637-0427 05-0637-0428 05-0637-0429 05-0637-0430

φ42×H27.5㎜ ￥ 3,660 
CD 377181 377193 377199 377205 377211

セパレート カラーグラシン 紙カップ （500枚入） そ
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材質／ポリプロピレン 

注文コード 規格 外径×全長 標準価格 CD
05-0638-0401 ST-013赤 500本入バラ φ6×210㎜ ￥1,100 379115

05-0638-0402 ST-014黒 500本入バラ φ6×210㎜ ￥1,100 379116

カラーストロー CHNそ

ST-013赤 
500本入バラ

ST-014黒 
500本入バラ

                  

材質／ポリプロピレン 

注文コード 規格 外径×全長 標準価格 CD
05-0638-0501 07275 赤 1700入 φ3×200㎜ ￥2,500 377246

05-0638-0502 07228 青 1700入 φ3×200㎜ ￥2,500 377247

トロピカルストロー 8インチ CHNた

07275 
赤 1700入

07228 
青 1700入

                  

材質／ポリプロピレン 

注文コード 規格 外径×全長 標準価格 CD
05-0638-0601 赤  1000本入バラ φ3.5×150㎜ ￥1,600 379140

05-0638-0602 紺  1000本入バラ φ3.5×150㎜ ￥1,600 379141

05-0638-0603 黒  1000本入バラ φ3.5×150㎜ ￥1,600 379142

カクテルストロー ち

紺  
1000本入バラ

黒  
1000本入バラ

                  

赤  
1000本入バラ

材質／ポリプロピレン 

注文コード 規格 外径×全長 標準価格 CD
05-0638-0701 赤 500本入バラ（φ2+φ2）×130㎜ ￥1,400 379138

05-0638-0702 黒 500本入バラ（φ2+φ2）×130㎜ ￥1,400 379139

マドラーストロー つ

                  

赤 
500本入バラ

黒 
500本入バラ

材質／ポリプロピレン 

注文コード 規格 外径×全長 標準価格 CD
05-0638-0901 ST-011 500本入バラ φ6×210㎜ ￥1,120 379113

業務用スプーンストロー CHNと

                  

材質／ポリプロピレン 

注文コード 外径×全長 標準価格 CD
05-0638-0801 φ14×210㎜ ￥3,200 467033

タピオカストロー（200本入） て

材質／ポリプロピレン 

注文コード 規格 外径×全長 標準価格 CD
05-0638-0301 透明袋入黒400本入 φ6×210㎜ ￥1,200 379137

05-0638-0302 黒500本入 φ6×210㎜ ￥ 820 379136

フジフレックスストロー せ

透明袋入黒400本入黒500本入

材質／アルミニウム（カラーアルマイト） 

注文コード 規格 直径×全長 標準価格 CD
05-0638-0101 シルバー φ6×198㎜ ￥750 379500

05-0638-0102 ゴールド φ6×198㎜ ￥750 379501

05-0638-0103 ピンク φ6×198㎜ ￥750 379502

05-0638-0104 ブルー φ6×198㎜ ￥750 379503

アルミ クールストロー 
made in
燕三条

冷たい飲み物がさらに冷たく感じる
不思議なストロー
洗って繰り返し使えます。
食器洗浄機不可

し

材質／ポリプロピレン 

注文コード 規格 外径×全長 標準価格 CD
05-0638-1001 ST-009 500本入 φ6×210㎜ ￥1,040 379114

まがるストロー （袋入） CHNひ

材質／ポリプロピレン 

注文コード 規格 外径×全長 標準価格 CD
05-0638-1101 ST-008 500本入 φ6×210㎜ ￥ 860 379143

まがるストロー （バラ入） CHNふ

                  

材質／紙 

注文コード 規格 外径×全長 標準価格 CD
05-0638-0201 白（500本入） 6×200㎜ ￥3,000 379505

05-0638-0202 茶（500本入） 6×200㎜ ￥3,000 379506

紙ストロー CHN

今話題のエコストロー！
使い捨てタイプ

す
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材質／天然木 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0639-0501 J-612 M (約500本入) ￥180 379156

05-0639-0502 J-613 L (約650本入) ￥210 379157

05-0639-0503 J-614 LL (約850本入) ￥270 379158

サクラ楊枝 CHNた

                  

材質／天然木 

注文コード 規格 外径×高さ 標準価格 CD
05-0639-0601 中(約320本) 21002 φ43×H60㎜ ￥140 377057

05-0639-0602 大(約500本) 21003 φ54×H60㎜ ￥210 377058

05-0639-0603 特大(約650本) 21004 φ63×H60㎜ ￥250 377059

オトメ楊枝 CHNち

                  

材質／天然木 

注文コード 規格 楊枝全長　旗幅×高さ 標準価格 CD
05-0639-1001 日ノ丸(200入) 80㎜ 55×H37㎜ ￥ 940 377348

05-0639-1002 万国旗(200入) 80㎜ 55×H37㎜ ￥1,280 377349

旗楊子 小 CHNひ

日ノ丸(200入)

万国旗(200入)

                  

材質／天然竹 

注文コード 規格 全長 標準価格 CD
05-0639-0701 ZK-154 120㎜ ￥1,080 295090

業務用かんざし串（50本入） CHNつ

                  

材質／天然竹 

注文コード 規格 全長 標準価格 CD
05-0639-0801 ZK-155 120㎜ ￥1,080 295091

業務用太鼓串（50本入） CHNて

                  

材質／天然竹 

注文コード 規格 全長 標準価格 CD
05-0639-0901 ZK-156 120㎜ ￥1,080 295092

業務用玉串（50本入） CHNと

                  

材質／18-8ステンレス 

注文コード 規格 全長 標準価格 CD
05-0639-1101 ー 90㎜ ￥150 279419

05-0639-1102 金メッキ付 90㎜ ￥300 279420

18-8倒福ピック ふ

                  

材質／ポリスチレン 

注文コード 全長 標準価格 CD
05-0639-1201 65㎜ ￥200 280120

チビッコピックス 25本入 へ

                  

材質／ポリスチレン 

注文コード 全長 標準価格 CD
05-0639-1301 87㎜ ￥200 280121

海洋ピックス　20本入 ほ

                  

                  

材質／天然木 

注文コード 規格 全長 標準価格 CD
05-0639-0101 J-037　約1000本入 65㎜ ￥820 379125

楊枝透明袋入 CHNし

                  

CHN

材質／天然木 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0639-0201 L-518　約1000本入 ￥690 379149

楊枝バリュー無地袋入 す

                  

CHN

材質／天然木 

注文コード 規格 全長 標準価格 CD
05-0639-0301 J-091　約1350本入 60㎜ ￥600 379089

こけし楊枝 せ

CHN

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0639-0401 J-33和文字　約1000本入 ￥840 379087

05-0639-0402 J-34英文字　約1000本入 ￥840 379088

材質／天然木 

楊枝袋入 そ

                  

J-33和文字　約1000本入 J-34英文字　約1000本入

注文コード   全長　　燃焼時間 標準価格 CD
05-0639-1401 230㎜　　約30秒 ￥800 280080

焚昇ニューゴールドスパークラー花火 50本入 ま
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注文コード 容量 標準価格 CD
05-0640-0301 5㎏ ￥3,400 090089

サラヤジャボネット ユ・ム P-5 

香料無添加で手指への移り香がありません。
泡タイプの容器・機器におすすめです。

せ

                  

3

材質／セタノール・ロコフェロール等 

注文コード 容量 標準価格 CD
05-0640-1301 200㎖ ￥2,800 427103

ベルテクト皮膚保護フォーム 

肌の弱い人に朗報です。見えないベールが
肌を守ってくれます。美容師さんも絶賛して
いるハンドフォームです。

ほ

                  

材質／不織布・ポリオレフィン 

注文コード 規格 サイズ 標準価格 CD
05-0640-1401 200枚入 19×72㎜￥1,800 379349

救急絆創膏 ブルーバンデージM 

シェフにお勧め！異物混入対策用の青い救急
絆創膏です。
鮮やかなブルーの粘着テープを採用している
為、混在物の中から発見しやすくなっています。
材料に塩ビを使用しておりませんので、人と
環境に優しいです。

ま

                  

材質／ポリプロピレン 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ標準価格 CD
05-0640-1201 No.250 63×25×H40㎜￥440 427033

PP爪ブラシ へ

                  

12

丈夫な毛並で指先から爪の間の汚れもきれいに落とせます。

W ハード G ハード B ハード R ハード

Y ハード 橙 ハード 紫 ハード 桃 ハード

材質／ボディ：ポリプロピレン　毛：ポリエステル 
●外寸：幅123×奥行48×高さ38㎜　●毛長：高さ17㎜

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0640-0901 W ハード￥1,600 380258

05-0640-0902 G ハード ￥1,600 380259

05-0640-0903 B ハード ￥1,600 380260

05-0640-0904 R ハード ￥1,600 380261

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0640-0905 Y ハード ￥1,600 380262

05-0640-0906 橙 ハード￥1,600 621738

05-0640-0907 紫 ハード￥1,600 621739

05-0640-0908 桃 ハード￥1,600 621740

ヴァイカンネイルブラシ #6440 と

2つのブラシがセットされていますので偶数日と奇数日に使い
分けができます。ブラシの水切れ、乾燥が早いので雑菌の増殖
が防げ清潔です。手肌にやさしい抗菌剤入りブラシです。

2ヶセット
替ブラシ

                  

材質／ ブラシ：ナイロン　ホルダー：ステンレス　 
表面：ハンドブラシ　裏面：爪ブラシ 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0640-1001 2ヶセット 95×45×H40㎜ ￥3,400 427006

05-0640-1002 替ブラシ 95×45×H40㎜ ￥1,500 427032

ハンドブラシ ひ

ホルダーはブラシを2個設置でき、交互に使うことでしっかり
乾燥でき衛生的です。

№76782

専用ホルダー2個用/
№21497

                  

材質／ブラシ：ナイロン　ホルダー：ポリプロピレン 

注文コード 規格 長×幅×高さ 標準価格 CD
05-0640-1101 №76782 105×48×H48㎜ ￥ 800 427205

05-0640-1102 専用ホルダー2個用/№21497 130×137×H53㎜ ￥1,050 427204

衛生手洗いブラシ ふ

                  

材質／ ハイカーボンステンレス鋼　 
ヘアライン仕上げ　●メタルケース付き 

注文コード 全長 標準価格 CD
05-0640-1501 105㎜ ￥6,300 072200

つめきり クラシック S 
made in
燕三条み

注文コード 容量 標準価格 CD
05-0640-0101 1㎏ ￥1,760 090007

05-0640-0102 4㎏ ￥6,100 090008

手洗い消毒石鹸 アルボース G-N し

1㎏ 4㎏

                  

注文コード 規格（容量） 標準価格 CD
05-0640-0201 1ℓ ￥1,400 090010

05-0640-0202 ホルダー付 1ℓ ￥3,500 090011

洗剤用ボトル アルボースG-N用 す

                  

注文コード 容量 標準価格 CD
05-0640-0401 5㎏ ￥ 5,200 090090

05-0640-0402 18㎏ ￥15,000 090091

サラヤウォシュボン G 

精製ヤシ油からつくった乳液状の石けん液で
す。カシミヤのような泡立ちです。フローラル
ノートの香りです。（液色:白色乳濁状）

そ

5㎏ 18㎏

                  

3
1

注文コード 容量 標準価格 CD
05-0640-0501 2ℓ ￥1,600 090155

kaoビオレu 泡で出てくるハンドソープ 

殺菌成分配合　
手指を衛生的に保ちます。素肌と同じ弱酸性。

た

                  

3
注文コード 容量 標準価格 CD

05-0640-0601 250㎖ ￥440 090210

薬用石鹸ミューズ ポンプ付 

泡切れがよくさっぱりした洗い上がりですが、
保湿剤配合で使用後はしっとりします。

ち

                  

注文コード 規格（容量）標準価格 CD
05-0640-0701 ポンプ250㎖￥400 090241

05-0640-0702 詰替用200㎖￥280 090240

ライオンキレイキレイ薬用液体ハンドソープ 

殺菌成分」配合で、手肌を清潔に保ちます。
たっぷり泡立ち、すばやく泡が切れます。

つ

ポンプ250㎖ 詰替用200㎖

                  

注文コード 規格（容量） サイズ 標準価格 CD
05-0640-0801 800㎖ロングノズル 190×94×77㎜￥1,000 622582

05-0640-0802 4.5ℓ 290×209×144㎜￥3,650 622583

kaoハンドスキッシュEX 

擦り込むだけで簡単に手指を素早く洗浄・消毒
非危険物の速乾性摺り込み式の手指消毒剤。
素早くなじみ、素早く乾燥。使用後はサラッと
しています。

て

800㎖ロングノズル 4.5ℓ
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材質／ナイロン・合成樹脂系接着材 

注文コード 規格 外寸縦×横 標準価格 CD
05-0641-0401 No.96 230×150㎜ ￥231 089006

3Mナイロンたわし 

汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。
洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。
・ 鍋、釜、フライパン、網
カゴ、厨房機器類の
汚れ落しに。洗う物の
形にあわせて、折って
使うことができるため、
隅々までキレイになり
ます。

そ

                  

10

材質／ナイロン・合成樹脂系接着材 

注文コード 規格 外寸縦×横 標準価格 CD
05-0641-0501 No.7447 230×150㎜ ￥297 089007

3Mハンドパッド 

鍋、釜、フライパン、食器、厨房機器の汚れ落しに。業務用ですの
でプロの間で使い易さが評判の耐久性に優れた不織布たわし
です。
・ 鍋、釜、フライパン、網カゴ、厨房機器類の汚れ
落しに。洗う物の形にあわせて、折って使うこと
ができるため、隅 ま々でキレイになります。

た

20

材質／ナイロン・ポリエステル・合成樹脂系接着材  

注文コード 外寸縦×横 標準価格 CD
05-0641-0601 65×140㎜ ￥436 622641

3M寸胴鍋のコゲをかき落すたわし 

・ 寸胴鍋の底までしっかりこすりやすい縦長サイズです。
・ 研磨粒子でがんこな汚れを短時間で落とせます。
・ ちぎれにくく、ちぎれても水で簡単に流せます。

ち

                  

材質／ナイロン・ポリエステル・合成樹脂系接着材 

注文コード 外寸縦×横 標準価格 CD
05-0641-0701 125×60㎜ ￥290 089075

3Mがんこたわし 異物混入対策用 

・ 食品には少ない色(青色)で、異物混入のリスクを低減します。　
・ 太・細繊維と特殊接着剤により、ほつれにくく、型くずれしにくい
構造になっています。

つ

                  

10

材質／ナイロン・合成樹脂系接着材 

注文コード 規格 外寸縦×横 標準価格 CD
05-0641-0801 No.2003 130×110㎜ ￥330 089051

3Mパープルパワーパッド 

柔らかい樹脂研磨剤と極太ナイロン繊維の組み合せにより、
キズを抑えつつ汚れを除去します。
・ 樹脂研磨剤と極太ナイロン繊維のコラボーレーション！キズがつきにくく、
がんこな汚れをしっかり落とします。　
・ 蛇口やタイル壁面などの汚れ、水アカ落しや鍋・釜・フライパンやIH調理器
のトッププレートの汚れ落としに最適です。

て

10

材質／ナイロン・ポリエステル・合成樹脂系接着材 

注文コード 外寸縦×横 標準価格 CD
05-0641-0901 140×83㎜ ￥290 089005

3Mがんこたわし 厨房用 

鍋、釜、厨房機器等についたがんこな汚れをスピーディーに落と
します。耐久性に優れ、ちぎれカスが出にくく、また出たカスが
軽く水で流されるので、衛生的です。
・ 鍋、釜、厨房機器等についたがんこな汚れを落とします。　
・ ちぎれカスが出にくく、料理に混入することがないので安心です。

と

                  

10

材質／ナイロン・合成樹脂系接着剤 

注文コード 規格 外寸縦×横 標準価格 CD
05-0641-1001 荒目 140×83㎜￥581 089024

3Mがんこたわし 

研磨剤を含まないので、グラス等の食器類
を傷つけません。
スポンジについた菌の増殖を抑制し、悪臭、
ヌメリを防ぎます。グラス・シンクの洗浄に
最適です。
・ 今まで落ちなかったがんこな汚れも、素早
く取り除きます。目詰まりしにくく耐久性
も抜群。極太合成繊維でちぎ
れにくく、ちぎれた場合も簡
単に洗い流せます。

・ 金属鍋、フライパン、鋳物の
洗浄に最適です。

ひ

10

材質／ナイロン・合成樹脂系接着剤 

注文コード 規格 外寸縦×横 標準価格 CD
05-0641-1201 鍋釜用 150×100㎜￥436 089019

3Mハイパッド 

鍋・釜・フライパンの底にこびりついたがんこな
汚れ落としに最適。がんこタワシより強力です。

へ

10

材質／ナイロン・合成樹脂系接着材 

注文コード 規格 外寸縦×横 標準価格 CD
05-0641-1301 No.94 635×101㎜￥532 089008

3Mフライヤーたわし 

・ 洗いにくいフライヤーの炎導チューブも、裏側
までキレイに洗える帯状のたわしです。また、折
重ねたり適当なサイズに切って、通常のたわし
としてもご使用いただけます。

ほ

12

材質／ネット：ポリエステル　スポンジ：抗菌ウレタン 

注文コード 規格 外寸縦×横 標準価格 CD
05-0641-0101 S 120×65㎜ ￥266 089004

05-0641-0102 L 140×83㎜ ￥352 089003

3Mライトクリーニングたわし 

キズをつけたくない食器や洗面台、バスタブ等のクリーニング
に適した、研磨材を含まないスポンジたわしです。
・ 砥粒のない不織布とスポンジでできているので、ステンレス、
ホーロー、ボーン・チャイナ、メラミン食器、ガラス製品などの
汚れ落しにご利用ください。

し

                  

10

10

材質／不織布：ナイロン・合成樹脂系接着材　スポンジ：ウレタン 

注文コード 規格 外寸縦×横 標準価格 CD
05-0641-0201 イエロー 130×100㎜ ￥387 380023

05-0641-0202 ピンク 130×100㎜ ￥387 380024

3Mパワースポンジ No.3005 

・ 衛生陶器表面に傷がつきにくく、しかも、がんこな汚れが落と
せます。

・ 適度な硬さとボリュームがあり、かつ、曲面にフィットし易い
蝶タイ型のため、力が伝わり易く、作業性がアップします。

・ 抗菌加工のウレタンスポンジを使用しているので、衛生的です。

す

イエローピンク

                  

10
10

材質／不織布・ナイロン・合成樹脂系接着剤
　　　スポンジ：ウレタン 

注文コード 規格 外寸縦×横 標準価格 CD
05-0641-0301 S イエロー 115×75㎜ ￥176 089002

05-0641-0302 L イエロー 150×90㎜ ￥266 089001

05-0641-0303 S ピンク 115×75㎜ ￥176 089151

05-0641-0304 L ピンク 150×90㎜ ￥266 089150

05-0641-0305 S ブルー 115×75㎜ ￥176 089153

05-0641-0306 L ブルー 150×90㎜ ￥266 089152

3Mスポンジエース 

厨房の食器洗浄から調理台の汚れ落しまで多目的に使える、 
業務用スポンジです。
・ 食器、鍋、釜、厨房機器類の汚れ落しに最適です。洗剤をよく
含み、汚れに応じて両面がお使いいただけます。業務用に設計
してあるので家庭用よりもはるかに長持ちします。

せ

S イエロー

                  

10

10
10
10
10
10

材質／ナイロン不織布（樹脂研磨粒子付） 

注文コード 外寸縦×横 標準価格 CD
05-0641-1101 125×60㎜ ￥ 581 089076

3M傷がつきにくいがんこたわし荒目 

・傷をつけにくく、焦げ付きなどのがんこな汚れ
を短時間で落とします。

・目詰まりしにくく、耐性に優れ、サビたりしま
せん。

ふ
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材質／スポンジ部分:ポリウレタン　布袋部分:ポリエステン
　　　ステンレス部分:18-0ステンレス 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0642-1201 ブルー 145×90×H20㎜ ￥460 089070

05-0642-1202 レッド 145×90×H20㎜ ￥460 089071

‘メタルクリーンスポンジ CHNへ

レッド

ステンレスタワシに代わる良く落ちるタワシです。
赤と青が有りますので区別もし易いプロ用タワシです。

●耐熱温度:約90℃

ブルー

材質／ナイロン 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0642-0101 A-630 125×88×H36㎜ ￥2,500 604466

05-0642-0102 A-631 125×88×H36㎜ ￥2,500 604467

05-0642-0103 A-632 125×88×H36㎜ ￥2,500 604468

キクロンプロ（10個入） し

研磨力抜群のハードタイプ。コシがあり耐久性・泡立ちに優れた
スポンジに、研磨力が優れたナイロンたわしを貼り合せ。
カラーで使い分けできます。調理器具の汚れを落とし、食器な
どの洗浄に。研磨粒子入。

A-630

A-631

A-632

材質／ナイロン 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0642-0401 バラ　（1ヶ）115×75×H36㎜￥ 220 089022

05-0642-0402 台紙付（16ヶ入）115×75×H36㎜￥3,520 089023

キクロンタワシ A そ

バラ　（1ヶ）

台紙付（16ヶ入）

10
10

A・Aビッグ:「洗う・磨く」の機能がひとつになった、高品質・高機能、キッチンスポンジ。

材質／ナイロン 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ標準価格 CD
05-0642-0501 Aビッグ 140×86×H36㎜￥320 089055

キクロンタワシ た

10

ピンク

C.泡立ちに優れ、更に泡を逃がしにくいスポンジを採用。

材質／ナイロン 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ標準価格 CD
05-0642-0601 ピンク 125×90×H40㎜￥280 089160

05-0642-0602 ブルー 125×90×H40㎜￥280 089161

05-0642-0603 イエロー 125×90×H40㎜￥280 089162

キクロンタワシ C ち

10
10
10

ブルー イエロー

材質／ナイロン 

注文コード 外寸縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0642-0301 115×75×H35㎜ ￥290 089048

キクロンタワシ V せ

10

V:丈夫で清潔な高機能スポンジ。
耐久性と泡立ちがよく、水切れに優れた無膜タイプのスポ
ンジを使用。
不織布部/研磨力・耐久性抜群。
スポンジ部/コシがあり、泡立ち・耐久性抜群。
安全性の高い銀系抗菌剤を使用。

材質／ナイロン 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0642-0801 小 10個入 ピンク 110×70×H35㎜ ￥1,000 089134

05-0642-0802 小 10個入 グリーン 110×70×H35㎜ ￥1,000 089135

05-0642-0803 小 10個入 イエロー 110×70×H35㎜ ￥1,000 089136

05-0642-0804 DX 10個入 ピンク 135×95×H45㎜ ￥1,750 089131

05-0642-0805 DX 10個入 グリーン 135×95×H45㎜ ￥1,750 089132

05-0642-0806 DX 10個入 イエロー 135×95×H45㎜ ￥1,750 089133

キクロンプロマイスポンジ て

48

24

48
48

24
24

泡立ちがよく、耐久性に優れた、ソフトでコシが
ある、丈夫なスポンジです。

ピンク

グリーン イエロー

材質／ナイロン 

注文コード 規格 外寸縦×横 標準価格 CD
05-0642-0201 ピンク  A-530 75×115㎜ ￥2,000 089142

05-0642-0202 グリーン A-531 75×115㎜ ￥2,000 089143

キクロンPRO スポンジタワシハード(10個入)  す

耐久性に優れたスポンジと研磨力に優れ、ちぎれにくい新開発
の特殊加工ナイロンたわしを貼り合わせ。
異物混入を防ぐ目立つ青色。

グリーン A-531
ピンク A-530

表面にアルミ蒸着加工を施してあるタワシです。
この蒸着アルミをゴキブリが嫌う便利なタワシです。

材質／ ソフトタイプ:
アルミ微粒子を特殊加工したタワシ。ステンレス・テフロン・シルバー
ストーン・プラスチック製品にキズが付きにくく、汚れを簡単に落します。

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0642-1301 15個台紙付 135×90×H20㎜ ￥4,800 089046

ルースターLK-3クロスクリーナーシルバー ほ

10

材質／ ハードタイプ:
ステンレスを特殊加工したタワシ。がんこな汚れを落し、プラス
チック等の製品にキズがつきにくくなっています。

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0642-1401 6個入 160×80×H35㎜ ￥4,300 089053

ルースターアロティーロング（ハードタイプ）タグ赤 ま

6

材質／ポリプロピレン 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0642-1101 赤 110×90×H45㎜￥ 500 604372

05-0642-1102 青 110×90×H45㎜￥ 500 604373

05-0642-1103 緑 110×90×H45㎜￥ 500 604374

05-0642-1104 黄 110×90×H45㎜￥ 500 604375

Newカラータワシ
(ハードタイプ)小 

ふ

                  

緑青赤 黄

材質／ポリプロピレン 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ標準価格 CD
05-0642-1001 (20個入) 小 ブルー   90×80×H50㎜￥4,000 088306

05-0642-1002 (20個入) 小 ピンク   90×80×H50㎜￥4,000 088307

05-0642-1003 (20個入) 小 グリーン   90×80×H50㎜￥4,000 088308

05-0642-1004 (10個入) 大 ブルー 160×90×H55㎜￥4,000 088303

05-0642-1005 (10個入) 大 ピンク 160×90×H55㎜￥4,000 088304

05-0642-1006 (10個入) 大 グリーン 160×90×H55㎜￥4,000 088305

正直束子 PP ひ

(20個入) 
小 ブルー

(20個入)
 小 ピンク

(20個入) 
小 グリーン

(10個入) 
大 ブルー

(10個入) 
大 ピンク

(10個入) 
大 グリーン

材質／ナイロン 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ標準価格 CD
05-0642-0701 ブルー 75×135×H30㎜￥ 400 089200

05-0642-0702 ピンク 75×135×H30㎜￥ 400 089201

05-0642-0703 イエロー 75×135×H30㎜￥ 400 089202

3Mブルーパット付スポンジ つ

ブルー

ピンク

イエロー

材質／ネット：ポリエステル 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0642-0901 イエロー 80×60×H35㎜ ￥450 089203

05-0642-0902 ピンク 80×60×H35㎜ ￥450 089204

05-0642-0903 ブルー 80×60×H35㎜ ￥450 089205

05-0642-0904 グリーン 80×60×H35㎜ ￥450 089206

3M高耐久ネットスポンジ
No．9300厚手 

と

イエロー ピンク ブルー グリーン
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※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、注文コード・サイズをお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。643

材質／パーム 

注文コード 規格 幅×全長 標準価格 CD
05-0643-0901 小   75×100㎜ ￥110 088302

05-0643-0902 中   80×130㎜ ￥120 088301

05-0643-0903 大 100×155㎜ ￥150 088300

正直束子 パーム LKAと

                  

小

中 大

材質／パーム・針金 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0643-0101 1号 100×80×H50㎜￥340 379001

05-0643-0102 3号 140×80×H50㎜￥460 379002

05-0643-0103 4号 170×90×H55㎜￥560 379003

亀の子束子 し

                  

目詰り部分や凸凹部分の汚れなど頑固な
汚れ落としに適しています。

1号

3号

4号

材質／棕櫚・針金 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ標準価格 CD
05-0643-0201 №1(チビッコ) 77×55×H30㎜￥530 088213

05-0643-0202 №2(1号型) 100×80×H45㎜￥600 088214

05-0643-0203 №5(ロング) 140×60×H30㎜￥650 088217

亀の子棕櫚たわし極メ(きわめ) す

                  

繊維が柔らかく、水に強くて丈夫！お台所からお掃
除まで多用途な洗浄に使用できます。
スポンジでは洗えないザルや格子状の隙間
や、凸凹内の汚れもかき出しきめ細かな洗浄
ができます。

№1(チビッコ)

№2(1号型)

№5(ロング)

材質／サイザル麻・針金 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0643-0301 小 80×80×H32㎜ ￥600 088236

05-0643-0302 大 95×95×H40㎜ ￥900 088235

亀の子白いたわし サイザル麻 せ

                  

ガラス食器やテフロン加工のフライパンも
傷つけずやさしく洗い上げます。

大小

                  

材質／パーム・針金 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0643-0401 小 80×80×H32㎜ ￥400 088238

05-0643-0402 大 95×95×H40㎜ ￥700 088237

亀の子白いたわし ホワイトパーム そ

かためなので、ざるやまな板、包丁などの
調理器具にぴったりです。

小 大

材質／パーム・ポリプロピレン・針金 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ標準価格 CD
05-0643-0501 ミニミニ N 70×50×H30㎜￥400 088219

05-0643-0502 ミニ N 100×60×H40㎜￥430 088223

05-0643-0503 スリム 95×40×H25㎜￥400 088227

05-0643-0504 ロング 140×60×H30㎜￥530 088231

亀の子シマシマ た

従来のサイズでは洗いにくいところまで届き
ます。

※色指定不可                  
材質／パーム・針金 

注文コード 外寸縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0643-0701 60×140×H30㎜ ￥530 088209

亀の子ハーフハード つ

                  

ごぼうや里芋の泥落とし、皮むきなどに
ぴったり。
ジョッキなどの長めのものの洗浄に。

材質／パーム・針金 

注文コード 外寸縦×横×高さ 標準価格 CD
05-0643-0801 140×60×H30㎜ ￥530 088075

亀の子ホワイトロング て

やや硬い繊維のホワイトパームを使用してい
ます。ごぼうや人参の皮むきに里芋の泥落し
としても最適です。

                  

材質／18-0ステンレス　30gは18-8ステンレス 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0643-1201   30g ￥200 365002

05-0643-1202   60g ￥360 088044

05-0643-1203   80g ￥450 088045

05-0643-1204 100g ￥560 088046

‘STタワシ 
made in
燕三条へ

                  

20
20
20
10

30g 60g

80g 100g

材質／18-8ステンレス 

注文コード 規格 外径 標準価格 CD
05-0643-1001 40g（12ヶ入） 約φ  80㎜ ￥ 6,540 089120

05-0643-1002 50g（12ヶ入） 約φ  85㎜ ￥ 7,820 089121

05-0643-1003 60g（12ヶ入） 約φ  93㎜ ￥ 9,340 089049

05-0643-1004 80g（12ヶ入） 約φ105㎜ ￥11,860 089122

IKD18-8抗菌ボンボンタワシ 
made in
燕三条ひ

                  

IKD抗菌ステンレスは銅のイオン効果による作用を利用してい
ます。
銅+亜鉛製タワシに比べてサビにくく変色しにくいため、輝き
を長く保ちます。

材質／18-0ステンレス 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0643-1101 20型 ￥160 088196

05-0643-1102 30型 ￥230 088197

05-0643-1103 40型 ￥310 088198

神鋼ステンレス束子 ふ

                  

鍋釜、食器、台所用品の洗浄に。

材質／パーム・針金 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ標準価格 CD
05-0643-0601 P（パッケージ入）70×50×H30㎜￥320 088110

亀の子パームチビッコ ち

                  

水はねが少なく小さくて便利。
置き場所も取りません。
ティーポットの中まで磨け茶渋も取れます。

材質／銅 

注文コード 外径×高さ 標準価格 CD
05-0643-1301 約φ95×H30㎜ ￥240 089073

銅製タワシ 

銅の力でタワシの殺菌繁殖を防ぐ！
消臭・防カビ効果も！

CHNほ

                  

材質／綿・人工石 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0643-1401 小 中目（赤） ￥ 700 088049

05-0643-1402 大 中目（赤） ￥ 830 088048

05-0643-1403 細目（緑） ￥ 700 088079

05-0643-1404 荒目（茶） ￥1,000 088080

サンドクリーン ま

                  

10

10
10
10

レンジや調理台についた、サビや焦げ付きに最適。また、タイル
などの汚れ落しにも便利です。サンドクリーンは布製ですから、
手にやさしく、手を切る心配がなく、サビる事もありません。
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※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、注文コード・サイズをお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。 644

コップの内側・外側を一度にしっかり
洗います。

小 大

材質／スポンジ:エステルファーム 
　　　柄:ポリプロピレン 

注文コード 規格 全長 標準価格 CD
05-0644-0601 小 232㎜ ￥420 365033

05-0644-0602 大 255㎜ ￥530 365032

ゴッシュカップ
クリーンG 

ち

                  

10
10材質／ポリウレタン 

注文コード 規格 外幅×奥行×厚み　全長 標準価格 CD
05-0644-0401 特大 170×70×35㎜　295㎜ ￥ 580 365093

アズマKT687
グラスクリーナー 

そ

                  

材質／ポリウレタン 

注文コード 径×全長 標準価格 CD
05-0644-0501 φ40×400㎜ ￥300 365100

水筒･ボトル用スポンジ 
AZ699G 

ヘッドが小さいのでペットボトルなど
の細口のボトルも洗う事ができます。
全長40㎝のロングタイプですので深
底の水筒も洗えます。

た

                  

材質／頭部：ナイロン 

注文コード 全長 標準価格 CD
05-0644-0701 290㎜ ￥550 365092

アイセンビールジョッキ
専用クリーナー KY211 

つ

                  

材質／メラミン樹脂 

注文コード 規格 外寸縦×横×高さ標準価格 CD
05-0644-0901 BIG 300×100×H40㎜￥460 088127

おそうじ消しゴム 

手あかや水あかが洗剤を使わずに
スッキリ落とせます。

と

                  

材質／スチールウール 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0644-1001 #0000　極めて細かい ￥2,150 088037

05-0644-1002 #000　特に細かい ￥1,700 088038

05-0644-1003 #00　やや細かい ￥1,300 088039

05-0644-1004 #0　細かい ￥ 950 088040

05-0644-1005 #1　少し粗い ￥ 950 088041

05-0644-1006 #2　粗い ￥ 950 088042

ボンスター ひ

                  

25
25
25
25
25
25

材質／スチールウール 

注文コード 規格 標準価格 CD
05-0644-1101 12ヶ入 ￥220 088128

ボンスターロールパッド 

手触りがソフトで自由な形になり、
サビや汚れを落とし均一に磨き上げます。

ふ

材質／スチールウール 

注文コード 規格  標準価格 CD
05-0644-1201 8ヶ入 ￥250 088129

ボンスターソープパッド 

ロールパッドに植物性無リン石けんを付けた
もので、ガンコな油汚れやコゲつきを手早く
落とします。

へ

材質／主成分:有機アミン 

注文コード 容量 標準価格 CD
05-0644-0801 200㎖ ￥2,500 427186

グラスPRO 

用途:グラス等に付着した口紅の除去

【使用方法】
口紅が付着した
グラスに直接掛
けて、しばらくし
てから通常洗浄
するだけ。

て

                  

注文コード 外幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0644-0101 135×145×H215㎜ ￥130,000 365110

回転式オートウォッシャー GLA-AS 

・洗いムラが少ない回転式で全体を磨き、汚れをしっかり落とします。
・食器洗浄機に比べて少電力です。
・両手で洗浄物を持てるので、破損やケガのリスクを抑えます。
・スポンジで洗浄しますので、ブラシ、タワシに比べ優しく洗えます。
・一般の食器用洗浄剤が使用できます。
・スポンジは工具不要で容易に交換できます。

回転式オートウォッシャー

し

●据置型　 ●電源：単相100V
●消費電力：常用／12W・最大／24W
●スポンジサイズ：小φ64×180㎜・大φ75×180㎜
●防水保護等級：IPX6相当　 ●使用温度範囲：5～40℃
●付属品：スポンジ一式 小×1個・大×1個（コンビタイプ）            

注文コード 外幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0644-0201 350×220×H290㎜ ￥179,000 365111

グラスウォッシャー AA-SUB USA

回転式オートウォッシャー(スポンジタイプ）　

す

●据置型　●電源：単相100V　●消費電力：430W                

注文コード 外幅×奥行×高さ 標準価格 CD
05-0644-0301 350×220×H290㎜ ￥179,000 365112

グラスウォッシャー SS-100 USAせ

●据置型　●電源：単相100V　●消費電力：430W                

グラス洗浄作業の効率化を実現する
潜水型グラスウォッシャー
・シンクに沈めて使用する潜水型なので、配管等の特別な工事をすることなく簡単に設置できます。
・自動回転ブラシは、洗浄性能が高く従来では落としにくかった口紅の跡やジュースの果肉等をスムーズに落とすことができます。
・洗浄ブラシは、様々なサイズのグラス洗浄に適したスタンダードサイズを採用しています。
・静粛性が高く作業場内で静かに使用できます。




