
5104 インナー入数 10
サニーポット角型
入数 ：120[10×12袋]
サイズ ：163×163×152
材質 ：P.P.
カラー ：BE・BR
才数 ：3.3ポイント 8(40816)

5105 インナー入数 10
サニーポット6号
入数 ：120[10×12袋]
サイズ ：φ190×152
材質 ：P.P.
カラー ：BE・BR
才数 ：4.0ポイント 8(15718)

5106 インナー入数 10
サニーポット7号
入数 ：120[10×12袋]
サイズ ：φ220×108
材質 ：P.P.
カラー ：BE・BR
才数 ：5.1ポイント 8(00715)

5107 インナー入数 10
サニープランター小判型
入数 ：120[10×12袋]
サイズ ：255×125×93
材質 ：P.P.
カラー ：BE・BR
才数 ：4.6ポイント 8(35617)

5108 インナー入数 10
サニープランター長角型
入数 ：120[10×12袋]
サイズ ：279×146×113
材質 ：P.P.
カラー ：BE・BR
才数 ：4.3ポイント 8(30915)

5109 インナー入数 10
サニープランター受皿
入数 ：180[10×18袋]
サイズ ：275×146×25
材質 ：P.P.
カラー ：BE・BR
才数 ：3.5ポイント 8(40519)

5110 インナー入数 10
サニーポット受皿7号
入数 ：200[10×20袋]
サイズ ：φ210×42
材質 ：P.P.
カラー ：BE・BR
才数 ：3.0ポイント 8(85312)

5082 インナー入数 15
ウッディーフェンス 3P
入数 ：120[15×8箱]
サイズ ：85×250×15
材質 ：P.P.
カラー ：BR・G・御影
才数 ：3.7ポイント 7(60613)

5100ZZ インナー入数 10
植木鉢タル型
入数 ：80[10×8袋]
サイズ ：307×200×133
材質 ：P.P.
カラー ：素焼
才数 ：5.2ポイント 7(60325)

5085 インナー入数 10
六角寄鉢
入数 ：60[10×6袋]
サイズ ：225×260×190
材質 ：P.P.
カラー ：素焼
才数 ：5.4ポイント 8(35622)

E331 インナー入数 10
園芸用水さし（B型）
入数 ：60[10×6袋]
サイズ ：φ120×293×150
容量 ：約920㎖
材質 ：P.E.
カラー ：素焼・W
才数 ：6.2ポイント (830813)

XC-473 インナー入数 12
ペットボトルスプレー2P
入数 ：144[12×12袋]
サイズ ：120×32×290
材質 ：本体/P.P.　パイプ/P.E.
カラー ：W
才数 ：4.0ポイント 2(65818)

5000 インナー入数 20
グリーンスプレー
入数 ：40[20×2箱]
サイズ ：φ110×245
容量 ：約750㎖
材質 ：P.E.、P.P.
カラー ：G・R
才数 ：5.1ポイント (65323)

E350 インナー入数 30
サンサンスプレー
入数 ：240[30×8箱]
サイズ ：φ70×132
容量 ：約180㎖
材質 ：P.E.、P.P.
カラー ：G・R
才数 ：3.6ポイント (55712)
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25mのテープ付き！　48mm幅のテープの交換が可能！

350 インナー入数 25
プリティバケツ5型
入数 ：100[25×4袋]
サイズ ：φ244×155
容量 ：約4.6ℓ
材質 ：P.P.
カラー ：G・OR・Y
才数 ：6.3ポイント (65123)

350BK インナー入数 9
プリティバケツ5型・BK
入数 ：72[9×8袋]
サイズ ：φ244×155
容量 ：約4.6ℓ
材質 ：P.P.
カラー ：BK
才数 ：5.1ポイント 8(10813)

7289 インナー入数 20
プリティバケツ7型
入数 ：40[20×2袋]
サイズ ：φ280×185
容量 ：約7ℓ
材質 ：P.P.
カラー ：B・BK
才数 ：4.6ポイント 8(75533)　8(70333)

（B）ブルー （BK）ブラック

A221 インナー入数 20
水柄杓
入数 ：120[20×6袋]
サイズ ：φ127×463×68
容量 ：約640㎖
材質 ：本体/P.P.　柄/P.E.
カラー ：B
才数 ：4.6ポイント (50716)

A245BP インナー入数 10
ぞうさんジョウロ（ブルー・ピンク）
入数 ：40[10×4袋]
サイズ ：300×108×115
容量 ：約900㎖
材質 ：P.E.
カラー ：B・P
才数 ：6.1ポイント 1(05023)

5521BY インナー入数 10
ペンギンジョウロ（ブルー・イエロー）
入数 ：80[10×8袋]
サイズ ：174×98×155
容量 ：約600㎖
材質 ：P.E.
カラー ：B・Y
才数 ：6.3ポイント 9(25711)

3149BK インナー入数 12
シューズラック1段
入数 ：48[12×4袋]
サイズ ：280×265×70
材質 ：P.P.
カラー ：BＫ
才数 ：6.0ポイント 5(45228)

3068 インナー入数 12
かがまーズ靴べら
入数 ：144[12×12袋]
サイズ ：680×62
材質 ：P.S.
カラー ：B・G・P
才数 ：1.6ポイント 1(95712)

XC-492A インナー入数 8
梱包用テープカッター テープ付
入数 ：48[8×6箱]
材質 ： 本体/ABS　カッター刃/スチール　

テープ/P.P.　芯/紙
カラー ：B・R
才数 ：1.6ポイント 4(55915)

XC-365A インナー入数 6
DIYキャスター30mm（2P）
入数 ：120[6×20袋]
サイズ ：33×45×42
材質 ：ナイロン樹脂、スチール
カラー ：BK
才数 ：0.8ポイント 7(60517)

XC-365B インナー入数 6
DIYキャスター40mm（2P）
入数 ：120[6×20袋]
サイズ ：40×58×54
材質 ：ナイロン樹脂、スチール
カラー ：BK
才数 ：1.7ポイント 7(25516)

XC-365D インナー入数 6
DIYキャスター40mmロック付（2P）
入数 ：120[6×20袋]
サイズ ：40×71×54
材質 ：ナイロン樹脂、スチール
カラー ：BK
才数 ：1.5ポイント 7(35612)
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