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52 ※色記号 B:ブルー BE:ベージュ BK:ブラック BR:ブラウン C:クリア G:グリーン GO:ゴールド GY:グレー I:アイボリー N:ナチュラル NB:ニューブルー OR:オレンジ P:ピンク R:レッド S:スモーク SI:シルバー U:アンバー W:ホワイト Y:イエロー
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●2104 インナー入数20

洗桶
入数：80[20×4袋]
サイズ：φ330×117
容量：約4.8ℓ
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：5.6ポイント 4(25223)

●S464 インナー入数30

流し水切
入数：120[30×4袋]
サイズ：525×205×72
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：5.1ポイント (80022)

★1064W インナー入数12

おろし付まな板
入数：120[12×10袋]
サイズ：275×160×4
材質：P.P.
カラー：W
才数：0.9ポイント 2(55713)

●薬味おろし付き！●薬味おろし付き！

★1065 インナー入数10

ミニまな板スタンド
入数：120[10×12袋]
サイズ：218×144×114
材質：P.P.
カラー：W
才数：7.1ポイント 2(95713)

★S53C インナー入数40

ラークおろし器(P袋入)
入数：120[40×3箱]
サイズ：190×99×40
材質：P.S.
カラー：S
才数：4.6ポイント (53412)

★S412 インナー入数10

バット小（網付）
入数：120[10×12袋]
サイズ：234×174×32
材質：本体/P.P.、網/スチール
カラー：W
才数：2.1ポイント (90913)

★S416 インナー入数30

バット大
入数：120[30×4袋]
サイズ：305×237×50
材質：P.P.
カラー：W
才数：4.2ポイント (50718)

★1512 インナー入数20

ビッグ計量カップ
入数：160[20×8箱]
サイズ：φ87×121
容量：約500㎖
材質：P.S.
カラー：S
才数：5.0ポイント 5(93412)

★1052 インナー入数10

レンジ蒸器 丸型
入数：120[10×12袋]
サイズ：192×160×93
材質：P.P.
カラー：W
才数：8.0ポイント 6(33225)

★1053 インナー入数10

レンジ蒸器 角型2
入数：120[10×12袋]
サイズ：170×170×83
材質：P.P.
カラー：W
才数：11.4ポイント 6(83222)

★1054 インナー入数12

水切りレンジパック 角型2P
入数：144[12×12袋]
サイズ：144×144×76
容量：約770㎖
材質：P.P.
カラー：OR
才数：10.1ポイント 6(70027)

●電子レンジの調理や、解凍後の水切りに便利です。●電子レンジの調理や、解凍後の水切りに便利です。

★1055 インナー入数12

水切りレンジパック 長角型
入数：96[12×8袋]
サイズ：294×144×76
容量：約1.8ℓ
材質：P.P.
カラー：OR
才数：11.7ポイント 6(15814)

●電子レンジの調理や、解凍後の水切りに便利です。●電子レンジの調理や、解凍後の水切りに便利です。

★1057 インナー入数12

レンジ蒸器 深型
入数：144[12×12袋]
サイズ：172×144×118
容量：約670㎖
材質：P.P.
カラー：OR
才数：7.3ポイント 7(50027)

●受け皿に水を入れ、レンジで加熱するだけで●受け皿に水を入れ、レンジで加熱するだけで

簡単に蒸し料理が召し上がれます。簡単に蒸し料理が召し上がれます。

★1056 インナー入数12

パスタが作れるパスタ容器
入数：144[12×12袋]
サイズ：271×90×70
容量：約800㎖
材質：P.P.
カラー：OR

才数：9.2ポイント

6(30915)

●パスタと水を入れレンジで加熱する●パスタと水を入れレンジで加熱する

だけで簡単に出来上がります。だけで簡単に出来上がります。

●スケール付なので計量も簡単。●スケール付なので計量も簡単。
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●1536 インナー入数30

便利トレー・ワイド
入数：120[30×4袋]
サイズ：216×302×35
材質：P.P.
カラー：C
才数：4.0ポイント 7(68416)

●1537 インナー入数30

便利トレー・ロング
入数：120[30×4袋]
サイズ：135×360×35
材質：P.P.
カラー：C
才数：3.1ポイント 7(43416)

●1538 インナー入数20

便利ストッカー
入数：120[20×6袋]
サイズ：135×280×90
材質：P.P.
カラー：C
才数：3.0ポイント 7(23415)

●1539C インナー入数25

便利ストッカー深型・クリア
入数：100[25×4袋]
サイズ：290×144×190
材質：P.P.
カラー：C
才数：5.0ポイント 7(60229)

※製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。 ☆単色梱包 ○色込み（カラーバランスは不均等）JANコード4906137
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★1544 インナー入数20

しまって果菜(ロング)
入数：80[20×4袋]
サイズ：90×270×150
材質：P.P.
カラー：C
才数：5.2ポイント 8(40022)

★1545 インナー入数20

しまって果菜(ショート)
入数：100[20×5袋]
サイズ：90×180×150
材質：P.P.
カラー：C
才数：4.3ポイント 8(50813)

★9066 インナー入数20

ジョイント収納ボックス
入数：80[20×4袋]
サイズ：180×150×150
材質：P.P.
カラー：C
才数：4.5ポイント 8(85817)

●S431 インナー入数10

ツートンコップ
入数：200[10×20箱]
サイズ：φ74×68
容量：約200㎖
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：3.4ポイント (78313)

●S435 インナー入数10

カラーコップ
入数：200[10×20箱]
サイズ：φ79×80
容量：約250㎖
材質：P.P.
カラー：G・P・Y
才数：3.6ポイント (53517)

●S437 インナー入数30

シールコップストロー付
入数：180[30×6箱]
サイズ：φ83×127
容量：約470㎖
材質：本体/P.P.、フタ/P.E.
カラー：G・P・Y
才数：7.0ポイント (88415)

冷蔵庫を自在にレイアウト冷蔵庫を自在にレイアウト

●3083 インナー入数12

タンブラー200ml
入数：144[12×12箱]
サイズ：φ75×125
容量：約200㎖
材質：P.P.
カラー：BK・BR・P

才数：4.4ポイント

1(70712)

●2708 インナー入数12

スポーツエコボトル
入数：144[12×12袋]
サイズ：φ68×232
容量：約500㎖
材質：本体/P.E.、フタ/P.P.、シリコン
カラー：B・R

才数：6.3ポイント

0(50121)

●スポーツやレジャーに最適なスクイズボトル！●スポーツやレジャーに最適なスクイズボトル！

●9439 インナー入数12

クーラーポット 1リットル
入数：96[12×8箱]
サイズ：φ88×263
容量：約1ℓ
材質：本体/P.S.、フタ/P.E.
カラー：B・G・OR 0(80817)

●2703 インナー入数40

ナインクーラー
入数：80[40×2箱]
サイズ：φ88×263
容量：約1ℓ
材質：本体/P.S.、フタ/P.E.
カラー：G・P

才数：7.1ポイント

(80811)

●M230 インナー入数10

ペンギンクーラー18型
入数：120[10×12袋]
サイズ：105×75×290
容量：約1.8ℓ
材質：本体/P.E.、フタ/P.P.
カラー：G・P
才数：10.0ポイント (80916)




