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(445)妻楊枝 ML-500
規格/65㎜ 約500本
ｻｲｽﾞ/φ52×H65㎜
入数/10×24

(383)妻楊枝L650
規格/65㎜ 約650本
ｻｲｽﾞ/φ65×H65㎜
(中国製） 入数/10×20

4 903673 111171

4 903673 612531

(434)くるっと楊枝
規格/65㎜ 約250本
ｻｲｽﾞ/φ45×H77㎜
入数/10×24

(394)妻楊枝L850
規格/65㎜ 約850本
ｻｲｽﾞ/φ70×H65㎜
（中国製） 入数/10×20

（517）お徳ようじNo.400 2個

（478）ぷちっと楊枝
規格/65㎜ 約450本
ｻｲｽﾞ/φ58×H70㎜
（中国製） 入数/10×20

4 903673 612548

（518）お徳ようじNo.450 2個

4 903673 613323

(6)妻楊枝LL500 2個

規格/65㎜ 約400本×2
規格/65㎜ 約450本×2
規格/65㎜ 約500本×2
ｻｲｽﾞ/W100×D50×H66㎜
ｻｲｽﾞ/W104×D52×H66㎜
ｻｲｽﾞ/W114×D57×H65㎜
（中国製） 入数/10×１6
（中国製） 入数/10×１6
（中国製） 入数/10×12
（中国製）

4 903673 613156

4 903673 614160

4 903673 614153

（7）妻楊枝＃2000 3個

（505）お徳ようじNo.320 3個

(370)PP袋入妻楊枝300本箱

4 903673 601207

（9）メルヘンピックス

規格/60㎜ 約160本×3
規格/65㎜ 約320本×3
規格/ポリ袋入 65㎜ 300本入
規格/60㎜ 約400本
ｻｲｽﾞ/W110×D35×H60㎜
ｻｲｽﾞ/W132×D43×H66㎜
ｻｲｽﾞ/W60×D50×H90㎜
ｻｲｽﾞ/W55×D55×H75㎜
入数/10×20
（中国製） 入数/10×12
(中国製） 入数/10×20
（中国製） 入数/12×20

4 903673 614184

4 903673 323451

4 903673 612388

(420)妻楊枝カラー六角ケース 3個
規格/60㎜ 約120本×3
ｻｲｽﾞ/W90×D30×H70㎜
入数/10×20

（中国製）

（中国製）

4 903673 612838
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4 903673 000017

（中国製）

(19)竹串角容器入12㎝

(20)竹串角容器入15㎝

(21)竹串角容器入18㎝

規格/約100本
規格/約100本
規格/約100本
ｻｲｽﾞ/W123×D28×H28㎜
ｻｲｽﾞ/W157×D27×H27㎜
ｻｲｽﾞ/W182×D27×H27㎜
入数/20×20
（中国製）入数/20×16
（中国製）入数/20×16
（中国製）

4 903673 000123

4 903673 000154

(441)竹串12㎝120本袋入

4 903673 000185

(442)竹串15㎝100本袋入

(443)竹串18㎝80本袋入

規格/約120本
規格/約100本
規格/約80本
ｻｲｽﾞ/W80×D10×H165㎜
ｻｲｽﾞ/W75×D8×H195㎜
ｻｲｽﾞ/W78×D8×H218㎜
入数/10×20
（中国製）入数/10×20
（中国製）入数/10×20
（中国製）

4 903673 612890

(23)鉄砲串15㎝

（22）ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ串

規格/15cm 30本
規格/28㎝ 50本
ｻｲｽﾞ/W82×D17×H177㎜
ｻｲｽﾞ/W77×D5×H305㎜
入数/20×10
（中国製）入数/20×15

4 903673 607124

（18）グルメ竹フォーク
規格/9㎝ 50本入
ｻｲｽﾞ/W84×D8×H118㎜
入数/20×30

4 903673 555579

4 903673 612913

4 903673 612906

(304)ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ串（魚串）45㎝
規格/45㎝ 10本
ｻｲｽﾞ/W60×D6×H475㎜
（中国製） 入数/10×20
（中国製）

4 903673 444446

（27）木串12㎝

4 903673 611732

（28）キャンディ棒9.3㎝

（29）キャンディ棒11.4㎝

規格/100本入
規格/50本入
規格/50本入
ｻｲｽﾞ/W100×D12×H120㎜
ｻｲｽﾞ/W105×D10×H95㎜
ｻｲｽﾞ/W105×D10×H115㎜
（中国製） 入数/10×20
（中国製）入数/10×20
（中国製）入数/10×20
（中国製）

4 903673 222235

4 903673 601337
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4 903673 222259

（444）アスペン元禄 裸 50膳
おもてなし

（34）アスペン元禄 裸 60膳
おもてなし

（35）アスペン元禄 裸 70膳
おもてなし

規格/20.5㎝ 4.2㎜ 50膳
規格/20.5㎝ 4.2㎜ 60膳
規格/20.5㎝ 4.2㎜ 70膳
ｻｲｽﾞ/W160×D20×H205㎜
ｻｲｽﾞ/W150×D25×H205㎜
ｻｲｽﾞ/W150×D40×H205㎜
入数/10×10
（中国製） 入数/10×8
（中国製） 入数/10×8
（中国製）

4 903673 611992

（42）アスペン元禄小袋入30膳
パステルチェック

4 953757 608851

4 903673 608824

（36）アスペン元禄小袋入30膳
おもてなし

(366)アスペン元禄小袋入40膳
ポップチェック

(462)アスペン元禄小袋入40膳
チェリー&クローバー

規格/20.5㎝ 4.2㎜ 30膳入
規格/20.5㎝ 4.2㎜ 30膳入
規格/20.5㎝ 4.2㎜ 40膳入
規格/20.5㎝ 4.2㎜ 40膳入
ｻｲｽﾞ/W145×D17×H205㎜
ｻｲｽﾞ/W130×D17×H205㎜
ｻｲｽﾞ/W140×D20×H205㎜
ｻｲｽﾞ/W140×D20×H205㎜
入数/10×12
（中国製） 入数/10×16
（中国製） 入数/10×10
（中国製） 入数/10×10
（中国製）

4 953757 400172

(356)アスペン元禄小袋入50膳
ポップチェック

4 903673 610001

(367)アスペン元禄小袋入50膳
クローバー

4 903673 612289

4 903673 613408

(368)アスペン元禄小袋入50膳
チェリー

規格/20.5㎝ 4.2㎜ 50膳入
規格/20.5㎝ 4.2㎜ 50膳入
規格/20.5㎝ 4.2㎜ 50膳入
ｻｲｽﾞ/W140×D25×H205㎜
ｻｲｽﾞ/W140×D25×H205㎜
ｻｲｽﾞ/W140×D25×H205㎜
入数/10×10
（中国製） 入数/10×10
（中国製） 入数/10×10
（中国製）

4 903673 612296

4 903673 608848

4 903673 608831

（261）桧元禄箸小袋入10膳

（262）杉天削箸小袋入5膳

規格/桧
規格/21㎝ 10膳入
ｻｲｽﾞ/W142×D5×H210㎜
入数/10×40
（日本製）

規格/杉
チェリー＆クローバー
規格/24㎝ 5膳入
規格/20.5㎝ 20膳入
ｻｲｽﾞ/W132×D5×H245㎜
ｻｲｽﾞ/W130×D20×H240㎜
入数/10×45
（日本製） 入数/10×20
（中国製）

4 4903673
9 0610780
3673 610780

(266)ポリ完封箸20膳

4 903673 610773

4 903673 611640
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（43）エゾ利久箸小袋入20膳
規格/ｴｿﾞ松
規格/21㎝ 20膳入
ｻｲｽﾞ/W145×D15×H213㎜
入数/10×20
（中国製）

4 963820 320450

（44）竹割箸 裸 30膳

（45）竹割箸 裸 40膳

(316)竹割箸小袋入 15膳 竹風林 (369)竹割箸小袋入 20膳 竹風鈴

規格/21㎝ 30膳入
規格/21㎝ 40膳入
規格/21㎝ 15膳
規格/21㎝ 20膳入
ｻｲｽﾞ/W110×D21×H213㎜
ｻｲｽﾞ/W130×D25×H210㎜
ｻｲｽﾞ/W145×D15×H213㎜
ｻｲｽﾞ/W145×D15×H213㎜
入数/10×10
（中国製） 入数/10×8
（中国製） 入数/10×15
（中国製） 入数/10×10
（中国製）

4 903673 610131

（46）竹天削箸小袋入 20膳

4 547256 003165

4 903673 600286

4 903673 021159

（548）煤竹天削24cm10膳 つた

（549）煤竹天削24cm10膳 ごはん （550）煤竹天削24cm10膳 はっぱ

規格/21㎝ 20膳入
規格/24㎝ 10膳入
規格/24㎝ 10膳入
規格/24㎝ 10膳入
ｻｲｽﾞ/W140×D13×H213㎜
ｻｲｽﾞ/W90×D15×H280㎜
ｻｲｽﾞ/W90×D15×H280㎜
ｻｲｽﾞ/W90×D15×H280㎜
入数/10×16
(中国製） 入数/10×20
(中国製） 入数/10×20
(中国製） 入数/10×20
(中国製）

4 953757 501107

（32）竹塗り箸 10膳

4 903673 614900

（30）ラーメン箸 5膳

規格/22.5㎝
規格/22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W77×D14×H258㎜
ｻｲｽﾞ/W71×D7×H255㎜
入数/10×20
（中国製） 入数/20×20

4 944766 020345

4 903673 614917

4 903673 614924

（31）カラーラーメン箸 5膳
規格/22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W76×D7×H255㎜
（中国製） 入数/20×20

4 944766 200082

4 903673 607544

（33）輪島塗箸 5膳

規格/22.5㎝
規格/あすなろ材
（中国製） ｻｲｽﾞ/W70×D7×H258㎜
入数/20×32

4 907573 718027

（484）カラー輪島塗箸3膳入

(196)スス竹スベリ止付角箸 5膳

（312）ＰＰＳ樹脂ＥＣＯ箸

規格/「紫・赤・緑」「からし・赤・黒」ｱｿｰﾄ
規格/あすなろ材 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ塗装
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H250㎜
入数/10×50
（日本製）

規格/22.5㎝
規格/ｽｽ竹
ｻｲｽﾞ/W93×D10×H253㎜
入数/10×20
（中国製）

規格/22.5㎝ ＰＰＳ樹脂
規格/ABS樹脂
規格/食器洗浄機対応
ｻｲｽﾞ/φ60×H15㎜
ｻｲｽﾞ/W34×D10×H258㎜
入数/12×20
入数/10×80
(日本製）

4 907573 800012

4 903673 611848

4 903673 608589
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（日本製）

（123）リング箸置

4 903673 600309

（日本製）

(209)お箸の国ペア箸 2膳
さくらだより

(210)お箸の国ペア箸 2膳
さくら吹雪

(211)お箸の国ペア箸 2膳
梅

規格/スス竹 22.5㎝
規格/スス竹 22.5㎝
規格/スス竹 22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
入数/10×60
（中国製） 入数/10×60
（中国製） 入数/10×60

(212)お箸の国ペア箸 2膳
もみじ
規格/スス竹 22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
（中国製） 入数/10×60

4 903673 611022

4 903673 611039

4 903673 611046

(213)お箸の国ペア箸 2膳
ライン

(393)お箸の国ペア箸 2膳
麻の葉

（313）お箸の国のペア箸 2膳
格子

規格/スス竹 22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
入数/10×60

規格/スス竹 22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
（中国製） 入数/10×60

規格/白竹 22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
（中国製） 入数/10×60

4 903673 611053

4 903673 612654

4 903673 611886

(321)お箸の国ペア箸 2膳
白猫

(374)お箸の国ペア箸 2膳
うさぎ

（491）お箸の国ペア箸 2膳
ひまわり

規格/白竹 22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
（中国製） 入数/10×60

規格/ｽｽ竹 22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
（中国製） 入数/10×60

4 903673 612456

4 903673 611954

4 903673 613927

（504）お箸の国ペア箸 2膳
花火
規格/ｽｽ竹 22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
入数/10×60

（中国製）

4 903673 613934
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（315）お箸の国のペア箸 2膳
水玉

規格/白竹 22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
（中国製） 入数/10×60

4 903673 611060

規格/白竹 22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
入数/10×60

（中国製）

（中国製）

4 903673 611909

（492）お箸の国ペア箸 2膳
雪だるま

規格/ｽｽ竹 22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
（中国製） 入数/10×60

4 903673 613941

（中国製）

(519)お箸の国ペア箸 2膳
スター
規格/白竹 22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
入数/10×60

4 903673 614580

(540)お箸の国ミニ箸 2膳
スター
規格/白竹 18㎝
ｻｲｽﾞ/W52×D7×H215㎜
入数/10×60

4 903673 614771

(520)お箸の国ペア箸 2膳
ストライプ
規格/白竹 22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
（中国製） 入数/10×60

(521)お箸の国ペア箸 2膳
英字
規格/白竹 22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
（中国製） 入数/10×60

4 903673 614597

4 903673 614603

(541)お箸の国ミニ箸 2膳
ストライプ
規格/白竹 18㎝
ｻｲｽﾞ/W52×D7×H215㎜
（中国製） 入数/10×60

（中国製）

4 903673 614788
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（中国製）

(546)菜箸33㎝2膳
スター
規格/白竹 33㎝
ｻｲｽﾞ/W40×D7×H365㎜
入数/10×50

(547)菜箸33㎝2膳
ストライプ
規格/白竹 33㎝
ｻｲｽﾞ/W40×D7×H365㎜
（中国製） 入数/10×50

4 903673 614962

4 903673 614979

（47）竹菜箸 36㎝
規格/36㎝
ｻｲｽﾞ/W35×D7×H390㎜
入数/10×100

（中国製）

（48）竹菜箸 39㎝
規格/39㎝
ｻｲｽﾞ/W35×D9×H425㎜
(中国製） 入数/10×100

4 903673 000086

（55）バラエティ菜箸 3膳組

（49）竹菜箸 45㎝

4 903673 000055

4 903673 000062

(51)カブキ菜箸 1膳

（54）カブキ菜箸 2膳組

規格/丸30㎝･ｶﾌﾞｷ33㎝・角35㎝
規格/36㎝ 赤・黒ｱｿｰﾄ
規格/33㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D5×H405㎜
ｻｲｽﾞ/W31×D8×H390㎜
ｻｲｽﾞ/W35×D7×H360㎜
入数/10×50
(中国製） 入数/20×25
（中国製） 入数/10×50

4 944766 020888

(291)スス竹取り箸セット黒 2膳

4 903673 607094

4 903673 222242

(293)スス竹角菜箸 2膳

規格/33㎝
規格/33㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H365㎜
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H365㎜
入数/10×50
(中国製） 入数/10×50
(中国製）

4 903673 611275

（50）竹菜箸 3膳組

規格/45㎝
規格/27㎝・30㎝・33㎝
ｻｲｽﾞ/W40×D10×H485㎜
ｻｲｽﾞ/W60×D10×H370㎜
(中国製） 入数/10×50
(中国製） 入数/10×50
(中国製）

4 903673 611282
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4 903673 000048

（52）スス竹ねじり菜箸
規格/33㎝
ｻｲｽﾞ/W25×D10×H360㎜
(中国製） 入数/10×50
(中国製）

4 903673 607100

(273)祝箸 水引 3膳(三つ折）

(270)祝箸 水引 5膳（三つ折）

(259)祝箸

金寿 5膳（三つ折） (260)祝箸

鶴寿 5膳（三つ折）

規格/3膳入 24㎝ アスペン材
規格/5膳入 24㎝ アスペン材
規格/5膳入 24㎝ アスペン材
規格/5膳入 24㎝ アスペン材
ｻｲｽﾞ/W130×D8×H240㎜
ｻｲｽﾞ/W130×D13×H240㎜
ｻｲｽﾞ/W140×D10×H240㎜
ｻｲｽﾞ/W140×D10×H240㎜
入数/10×20
(中国製） 入数/10×20
(中国製） 入数/10×20
(中国製） 入数/10×20
(中国製）

4 953757 400103

(267)祝箸

4 953757 400110

紅白 5膳（三つ折） (268)祝箸

規格/5膳入 24㎝ アスペン材
ｻｲｽﾞ/W130×D10×H240㎜
入数/10×20
(中国製）

4 953757 400141

(524)祝箸 舞扇 5膳（差し込み）

4 953757 600022

梅の里 5膳（三つ折）(271)祝箸 花くらべ 5膳（三つ折） (269)祝箸 舞扇 5膳（三つ折）

規格/5膳入 24㎝ アスペン材
ｻｲｽﾞ/W130×D10×H240㎜
入数/10×20
(中国製）

規格/5膳入 24㎝ アスペン材
規格/5膳入 24㎝ アスペン材
ｻｲｽﾞ/W130×D10×H240㎜
ｻｲｽﾞ/W130×D10×H240㎜
入数/10×20
(中国製） 入数/10×20
(中国製）

4 953757 501275

4 953757 400165

(272)祝箸 舞扇 10膳（差し込み） (436)祝箸 ツル 10膳（差し込み）

規格/5膳入 24㎝ アスペン材
規格/10膳入 24㎝ アスペン材
ｻｲｽﾞ/W140×D5×H240㎜
ｻｲｽﾞ/W140×D8×H240㎜
入数/10×40
(中国製） 入数/10×20
(中国製）

4 903673 614573

4 903673 600736

規格/10膳入 24㎝ アスペン材
ｻｲｽﾞ/W145×D8×H240㎜
入数/10×20
(中国製）

4 903673 612876

4 903673 611855
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4 953757 400097

（24）手巻すしセット

（26）すし巻 （細）

（25）すし巻 （太）

規格/巻きすW14×17.5㎝ 杓子14.5㎝規格/W21×H24㎝
規格/W21×H24㎝
ｻｲｽﾞ/W100×D15×H170㎜
ｻｲｽﾞ/W80×D10×H245㎜
ｻｲｽﾞ/W85×D8×H267㎜
入数/10×40
(中国製） 入数/10×20
（中国製） 入数/10×20

4 903673 000079

（56）竹ターナー 30㎝
規格/30㎝
ｻｲｽﾞ/W80×D8×H335㎜
入数/10×50

4 903673 555524

4 903673 112345

4 903673 012348

（57）穴あきターナー 30㎝
規格/30㎝
ｻｲｽﾞ/W80×D8×H335㎜
(中国製） 入数/10×50

（58）竹しゃもじ(大) 23㎝

(360)すし巻 (太) 27×27㎝
規格/W27×H27㎝
ｻｲｽﾞ/W105×D9×H295㎜
（中国製） 入数/10×20
（中国製）

4 903673 550000

（59）竹しゃもじ(中) 20㎝

規格/23㎝
規格/20㎝
ｻｲｽﾞ/W80×D10×H265㎜
ｻｲｽﾞ/W80×D10×H240㎜
(中国製） 入数/10×50
(中国製） 入数/10×50
(中国製）

4 903673 001205

4 903673 555531

4 903673 555548

（172）つみれ皿セット 大

(295)木製お玉 （穴あき）

（70）竹ビーズマット 17㎝

（71）竹ビーズマット 21㎝

規格/φ45×H270㎜

規格/72×45×200㎜

規格/17㎝ 竹

規格/21㎝ 竹

ｻｲｽﾞ/W60×D50×H300㎜
入数/10×10

4 903673 607285

（298）竹なべしき 丸
規格/15.5㎝ 竹
ｻｲｽﾞ/φ155×H8㎜
入数/10×20

4 903673 611527

ｻｲｽﾞ/W99×D72×H265㎜
(中国製） 入数/10×40

ｻｲｽﾞ/φ170×H5㎜
（中国製） 入数/10×10

4 903673 601191

4 903673 611305

(359)なべしき 丸
規格/15㎝ コーン
ｻｲｽﾞ/φ150×H10㎜
(中国製） 入数/10×10

（72）なべしき 丸色柄
規格/18㎝ パーム
ｻｲｽﾞ/φ180×H5㎜
(中国製） 入数/10×10

4 975507 344154

4 954547 270180
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ｻｲｽﾞ/φ210×H5㎜
(中国製） 入数/10×10

(中国製）

4 903673 603232

（89）お好みざる
規格/竹 22㎝
ｻｲｽﾞ/φ220×30㎜
(中国製） 入数/10×20

(ﾍﾞﾄﾅﾑ製）

4 993007 771935

（60）民芸竹 茶碗蒸し
規格/W30×D5×H130㎜
ｻｲｽﾞ/W58×D5×H177㎜
入数/10×100

（61）民芸竹 コーヒースプーン
規格/W28×D5×H128㎜
ｻｲｽﾞ/W57×D5×H180㎜
(中国製） 入数/10×100

4 993007 760052

4 993007 760526

（64）民芸竹 ケーキフォーク
規格/W15×D4×H155㎜
ｻｲｽﾞ/W58×D4×H205㎜
入数/10×100

（62）民芸竹 煮豆スプーン

規格/W40×D5×H140㎜
ｻｲｽﾞ/W57×D5×H190㎜
(中国製） 入数/10×100

（65）民芸竹 茶さじ

4 993007 770495

4 993007 771430

(中国製）

4 993007 770518

（66）民芸竹 ジャムスプーン

規格/W45×D10×H77㎜
規格/W36×D6×H155㎜
ｻｲｽﾞ/W57×D10×H138㎜
ｻｲｽﾞ/W57×D6×H210㎜
(中国製） 入数/10×100
(中国製） 入数/10×100

4 993007 771423

（63）民芸竹 バターナイフ

規格/W25×D5×H150㎜
ｻｲｽﾞ/W58×D5×H195㎜
(中国製） 入数/10×100

（67）民芸竹 カレースプーン

規格/W38×D6×H203㎜
ｻｲｽﾞ/W60×D6×H250㎜
(中国製） 入数/10×100
(中国製）

4 993007 770488

4 993007 771393

（68）民芸竹 みそべら
規格/W51×D6×H150㎜
ｻｲｽﾞ/W57×D6×H200㎜
入数/10×100
(中国製）

4 993007 770501

（526）木製スプーン9.5㎝ 15本

（527）木製スプーン16㎝ 8本

（528）木製フォーク16㎝ 8本

（529）木製ナイフ16㎝ 8本

規格/W20×D4×H95㎜
規格/W32×D6×H160㎜
規格/W28×D5×H160㎜
規格/W25×D2×H160㎜
ｻｲｽﾞ/W69×D15×H153㎜
ｻｲｽﾞ/W69×D20×H195㎜
ｻｲｽﾞ/W69×D20×H195㎜
ｻｲｽﾞ/W69×D10×H195㎜
入数/10×30
(中国製） 入数/10×30
(中国製） 入数/10×30
(中国製） 入数/10×30
(中国製）

4 903673 614634

4 903673 614658

4 903673 614641
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4 903673 614665

（78）おしぼり置彩透明

（79）おしぼり置彩黒

（80）おしぼり置彩茶

（81）おしぼり置彩紺

規格/ｽﾁﾛｰﾙ樹脂
規格/ABS樹脂 ｳﾚﾀﾝ塗装
規格/ABS樹脂 ｳﾚﾀﾝ塗装
規格/ABS樹脂 ｳﾚﾀﾝ塗装
ｻｲｽﾞ/W73×D167×H22㎜
ｻｲｽﾞ/W72×D167×H22㎜
ｻｲｽﾞ/W72×D167×H22㎜
ｻｲｽﾞ/W72×D167×H22㎜
入数/10×50
(日本製） 入数/10×50
(日本製） 入数/10×50
(日本製） 入数/10×50
(日本製）

4 903673 603157

4 903673 605014

（85）コースター彩透明
規格/ｽﾁﾛｰﾙ樹脂
ｻｲｽﾞ/φ120×H20㎜
入数/10×50

4 903673 603911

（82）コースター彩黒
規格/ABS樹脂 ｳﾚﾀﾝ塗装
ｻｲｽﾞ/W95×D95×H7㎜
(日本製） 入数/10×50

4 903673 603164

4 903673 605021

（83）コースター彩茶
規格/ABS樹脂 ｳﾚﾀﾝ塗装
ｻｲｽﾞ/W95×D95×H7㎜
(日本製） 入数/10×50

（84）コースター彩紺
規格/ABS樹脂 ｳﾚﾀﾝ塗装
ｻｲｽﾞ/W95×D95×H7㎜
(日本製） 入数/10×50
(日本製）

4 903673 603928

4 903673 605038

（87）押し花コースター

(485)キキョウ茶托 彩

（486）4.0茶托 彩

規格/紫・ｵﾚﾝｼﾞ・青のｱｿｰﾄ
規格/竹 ｱｸﾘﾙ
ｻｲｽﾞ/φ110×16㎜
入数/12×20
(中国製）

規格/ﾋﾟﾝｸ・ｸﾞﾘｰﾝ・ﾊﾟｰﾌﾟﾙのｱｿｰﾄ
規格/ABS樹脂 ｳﾚﾀﾝ塗装
ｻｲｽﾞ/W115×D115×H15㎜
入数/12×20
（日本製）

規格/黒・朱・茶の3色ｱｿｰﾄ
規格/ABS樹脂 ｳﾚﾀﾝ塗装
ｻｲｽﾞ/φ120×H17㎜
入数/12×20
（日本製）

4 903673 500050

4 903673 614016

4 903673 605045

4 903673 614023

（487）5.0丸皿 彩

（488）3.3木目角皿 彩

（489）4.5半月皿 3柄

(490)進物盆 彩

規格/黒・朱の2色ｱｿｰﾄ
規格/ABS樹脂 ｳﾚﾀﾝ塗装
ｻｲｽﾞ/φ150×H15㎜
入数/12×20
（日本製）

規格/黒・朱の2色ｱｿｰﾄ
規格/ABS樹脂 ｳﾚﾀﾝ塗装
ｻｲｽﾞ/W99×D99×H15㎜
入数/12×20
（日本製）

規格/3柄のｱｿｰﾄ
規格/ABS樹脂 ｳﾚﾀﾝ塗装
ｻｲｽﾞ/W135×D121×H6㎜
入数/12×20
（日本製）

規格/黒・茶の2色ｱｿｰﾄ
規格/ABS樹脂 ｳﾚﾀﾝ塗装
ｻｲｽﾞ/W139×D192×H9㎜
入数/10×20
（日本製）

4 903673 614047

4 903673 614054

4 903673 614030
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4 903673 614061

（522）お弁当カップ 5号 68枚

（452）お弁当カップ 6号 56枚

（453）お弁当カップ 8号 48枚

（454）お弁当カップ 9号 32枚

規格/68枚 赤・緑・青・ピンク
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ・ﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ樹脂紙
ｻｲｽﾞ/φ67×H43㎜
入数/10×20
（中国製）

規格/56枚 赤・緑・青・ピンク
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ・ﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ樹脂紙
ｻｲｽﾞ/φ83×H55㎜
入数/10×20
（中国製）

規格/48枚 赤・緑・青・ピンク
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ・ﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ樹脂紙
ｻｲｽﾞ/φ90×H53㎜
入数/10×20
（中国製）

規格/32枚 赤・緑・青・ピンク
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ・ﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ樹脂紙
ｻｲｽﾞ/φ93×H48㎜
入数/10×20
（中国製）

4 903673 613286

4 903673 613293

4 903673 614207

4 903673 613279

（455）お弁当カップ 角型 26枚

（456）お弁当カップ 小判 32枚

規格/26枚 赤・緑・青・ピンク
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ・ﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ樹脂紙
ｻｲｽﾞ/W120×D85×H35㎜
入数/10×20
（中国製）

規格/32枚 赤・緑・青・ピンク
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ・ﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ樹脂紙
ｻｲｽﾞ/W110×D72×H39㎜
入数/10×20
（中国製）

4 903673 613309

4 903673 613316

(430)3倍お徳用 アルミｶｯﾌﾟ 6号 (431)3倍お徳用 アルミｶｯﾌﾟ 8号 (432)3倍お徳用 アルミｶｯﾌﾟ 9号
180枚入
162枚入
108枚入
ｻｲｽﾞ/φ80×H60㎜
入数/10×24

4 903673 613064

ｻｲｽﾞ/φ90×H60㎜
(中国製） 入数/10×24

ｻｲｽﾞ/φ100×H50㎜
(中国製） 入数/10×24

4 903673 613071

4 903673 613088
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(中国製）

（140）カラーミニストロー 100本

(141)カラーストロー 100本

（142）ミニマガルストロー 100本

（143）カラーマガルストロー 100本

規格/100本入 φ3.5×130㎜
規格/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
ｻｲｽﾞ/W90×D15×H130㎜
入数/10×10
(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ製）

規格/100本入 φ4.5×210㎜
規格/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
ｻｲｽﾞ/W100×D24×H210㎜
入数/10×10
(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ製）

規格/100本入 φ4.5×150㎜
規格/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
ｻｲｽﾞ/W125×D25×H175㎜
入数/10×10
(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ製）

規格/100本入 φ6.0×210㎜
規格/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
ｻｲｽﾞ/W135×D30×H210㎜
入数/10×10
(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ製）

4 903673 600071

4 903673 600200

4 903673 600118

4 903673 600040

(144)ホワイトストロー袋入 100本

(544)ﾍﾟｰﾊﾟｰｽﾄﾛｰﾎﾜｲﾄ 20本

（137）六つ折ナフキン 100枚

(138)四つ折ナフキン 100枚

規格/100本入 φ4.5×180㎜
規格/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
ｻｲｽﾞ/W135×D20×H215㎜
入数/10×10
(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ製）

規格/紙
規格/φ6×195mm
ｻｲｽﾞ/W80×D12×H225㎜
入数/10×50
（中国製）

規格/100枚入 パルプ
規格/W250×D250㎜
ｻｲｽﾞ/W90×D135×H50㎜
入数/10×5
(日本製）

規格/100枚入 パルプ
規格/W250×D250㎜
ｻｲｽﾞ/W130×D130×H40㎜
入数/10×10
(日本製）

4 903673 603768

4 903673 603775

4 903673 600019

4 903673 614795

（139）紙エプロン 5枚

（395）フードパック ミニ 10個入

（396）フードパック M 10個入

（397）フードパック L 5個入

規格/5枚入
規格/W395×丈600㎜
ｻｲｽﾞ/W155×D5×H236㎜
入数/10×20
(日本製）

規格/約95×164×40㎜
規格/ｽﾁﾛｰﾙ樹脂
ｻｲｽﾞ/Ｗ95×Ｄ162×H45㎜
入数/10×22
(日本製）

規格/約120×192×38㎜
規格/ｽﾁﾛｰﾙ樹脂
ｻｲｽﾞ/Ｗ125×Ｄ193×H45㎜
入数/10×18
(日本製）

規格/約138×219×50㎜
規格/ｽﾁﾛｰﾙ樹脂
ｻｲｽﾞ/Ｗ140×Ｄ240ＸH53㎜
入数/5×24
(日本製）

4 975457 400054

4 975457 700062

4 903673 606257

4 975457 700758

（398）フードボックス S 5個入

（399）フードボックス M 4個入

（400）フードボックス L 3個入

規格/約126×180×38㎜
規格/ｽﾁﾛｰﾙ樹脂
ｻｲｽﾞ/Ｗ127×Ｄ180×H43㎜
入数/10×20
(日本製）

規格/約132×210×38㎜
規格/ｽﾁﾛｰﾙ樹脂
ｻｲｽﾞ/Ｗ135×Ｄ233×H40㎜
入数/10×18
(日本製）

規格/約145×220×38㎜
規格/ｽﾁﾛｰﾙ樹脂
ｻｲｽﾞ/Ｗ147×Ｄ244×H40㎜
入数/10×16
(日本製）

4 534510 000107

4 534510 000114

4 534510 000121
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(11)チビッコピックス
規格/65㎜ 25本入
ｻｲｽﾞ/φ50×73㎜
入数/20×16

（12）トランプフォーク
規格/87㎜ 20本入
ｻｲｽﾞ/φ45×95㎜
(日本製） 入数/12×20

4 903673 134569

4 903673 334563

（319）油ひきL
規格/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
ｻｲｽﾞ/φ60×H105㎜
入数/10×25

（13）海洋ピックス
規格/85㎜ 20本入
ｻｲｽﾞ/φ45×95㎜
(日本製） 入数/12×20

4 903673 234566

（317）長芋すりおろし
規格/ｽﾁﾛｰﾙ樹脂
ｻｲｽﾞ/φ190×H35㎜
（日本製） 入数/10×12

(318)おろし器用
安全ホルダー大小セット

4 920212 054515

(537)くまモン シールパック500

（477）くまモン作りおきﾚﾝｼﾞﾊﾟｯｸ

規格/500ml
規格/本体 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 蓋 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
ｻｲｽﾞ/W128×D115×H53㎜
入数/10×15
（日本製）

規格/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 容量1000ml
規格/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 容量220ml
規格/耐熱温度140℃耐冷温度-20℃ 規格/耐熱温度140℃耐冷温度-20℃
ｻｲｽﾞ/W188×D148×H63㎜
ｻｲｽﾞ/W108×D78×H45㎜
入数/5×24
（日本製） 入数/10×15
(日本製）

4 920212 056403

規格/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
ｻｲｽﾞ/φ105×H70㎜
入数/10×12

（424）くまモン ﾚﾝｼﾞﾊﾟｯｸ 2個組

4 920212 056205

4 920212 056304

(493)きざみネギ保存パック
水切りカゴ付
(日本製）

4 903673 312349

(401)俵おむすびレンジパック

規格/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
規格/大φ80・小φ49㎜ ｽﾁﾛｰﾙ樹脂 規格/耐熱温度140℃耐冷温度-20℃
ｻｲｽﾞ/W110×D30×H160㎜
ｻｲｽﾞ/W143×D138×H36㎜
（日本製） 入数/12×20
（日本製） 入数/10×15
(日本製）

4 920212 053518

4 535682 000124

（17）グルメ万国旗
規格/85㎜ 16本入
ｻｲｽﾞ/W84×D6×H110㎜
(日本製） 入数/10×20
（日本製）

4 920212 051408

(545)金の小分けﾚﾝｼﾞﾊﾟｯｸ2個組
規格/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
規格/109×79×45mm
ｻｲｽﾞ/W160×D110×H45㎜
入数/10×15
（日本製）

4 920212 058100

（98）アク取りシート 20㎝

（99）アク取りシート 22㎝

規格/12枚入
規格/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ不織布
ｻｲｽﾞ/W205×D3×H240㎜
入数/10×30
（日本製）

規格/10枚入
規格/ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ不織布
ｻｲｽﾞ/W225×D3×H260㎜
入数/10×30
（日本製）

4 920212 057301

4 920212 057202

4 920212 051521
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(464)紙カップ ホワイト 20個入
規格/205ml
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/φ73×H170㎜
入数/10×12

(427)紙カップ ホワイト 30個入

規格/205ml
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/φ73×H225㎜
(中国製） 入数/10×8

4 903673 613415

(194)紙カップ ホワイト 40個入

規格/205ml
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/W142×D72×H182㎜
(中国製） 入数/10×6
(中国製）

4 903673 609135

4 903673 612937

（479）紙皿ホワイト 15㎝

（480）紙皿ホワイト 18㎝

（481）紙皿ホワイト 20㎝

（512）紙皿ホワイト 23㎝

規格/16枚
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/W198×D13×H200㎜
入数/10×12
（中国製）

規格/14枚
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/W229×D10×H230㎜
入数/10×12
（中国製）

規格/12枚
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/W248×D8×H255㎜
入数/10×12
（中国製）

規格/10枚
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/W252×D6×H290㎜
入数/10×12
（中国製）

4 903673 613798

4 903673 613811

4 903673 613804

（482）ペーパーボウルホワイト 13㎝

（483）ペーパーボウルホワイト 15㎝

規格/9枚
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/W200×D43×H190㎜
入数/10×12
（中国製）

規格/8枚
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/W220×D41×H215㎜
入数/10×12
（中国製）

4 903673 613828

(538)クリアカップ210ｍｌ(7オンス）
規格/15個
規格/スチロール樹脂
ｻｲｽﾞ/φ73×173㎜
入数/10×20

4 903673 614269

4 903673 613835

(539)クリアカップ420ｍｌ(14オンス）

規格/10個
規格/スチロール樹脂
ｻｲｽﾞ/φ95×177㎜
（中国製） 入数/10×20

（中国製）

4 903673 614276
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4 903673 613897

(306)紙カップ クローバー 20個入
規格/205ml
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/φ70×H180㎜
入数/10×12

4 903673 609098

(371)ペーパーボウル クローバー6枚 (367)アスペン元禄小袋入50膳

(308)紙皿 クローバー 12枚入

規格/18㎝
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/φ180×H16㎜
（中国製） 入数/10×12

規格/15㎝
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/φ160×H35㎜
（中国製） 入数/10×12

(307)紙カップ チェリー 20個入

(309)紙皿 チェリー 12枚入

規格/205ml
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/φ70×H180㎜
入数/10×12

規格/18㎝
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/φ180×H16㎜
入数/10×12

(372)ペーパーボウル チェリー6枚

規格/15㎝
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/φ160×H35㎜
（中国製） 入数/10×12

4 903673 612357

4 903673 609128

4 903673 609104

(551)紙カップ くろネコ 20個入

(552)紙皿 くろネコ 12枚入

規格/205ml
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/φ72×H150㎜
入数/10×12

規格/18㎝
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/φ180×H16㎜
入数/10×12

（中国製）

4 903673 614566

4 903673 608848

4 903673 612364

4 903673 609111

（中国製）

クローバー
規格/20.5㎝ 4.2㎜ 50膳入
ｻｲｽﾞ/W140×D25×H205㎜
（中国製） 入数/10×10
（中国製）

（中国製）

4 903673 614559

(305)紙カップ柄入り 3色 30個入
規格/205ml ｸﾞﾘｰﾝ.ﾌﾞﾙｰ.ﾋﾟﾝｸ
規格/ﾊﾞｰｼﾞﾝﾊﾟﾙﾌﾟ100％
ｻｲｽﾞ/φ70×H230㎜
入数/10×8
(中国製）

4 903673 611756
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（中国製）

(368)アスペン元禄小袋入50膳
チェリー
規格/20.5㎝ 4.2㎜ 50膳入
ｻｲｽﾞ/W140×D25×H205㎜
入数/10×10
（中国製）

4 903673 608831

（384）フリーザーバッグ S

（385）フリーザーバッグ M

（386）フリーザーバッグ L

規格/160×140×0.06㎜ 20枚入
規格/ポリエチレン 厚み0.06㎜
ｻｲｽﾞ/W170×D60×H40㎜
入数/10×10
(中国製）

規格/180×205×0.06㎜ 15枚入
規格/ポリエチレン 厚み0.06㎜
ｻｲｽﾞ/W190×D60×H40㎜
入数/10×10
(中国製）

規格/270×280×0.06㎜ 10枚入
規格/ポリエチレン 厚み0.06㎜
ｻｲｽﾞ/W280×D60×H40㎜
入数/10×10
(中国製）

4 903673 612500

4 903673 612524

4 903673 612517

（449）ﾌﾘｰｻﾞｰﾊﾞｯｸﾞ ｽﾗｲﾀﾞｰ付 S （450）ﾌﾘｰｻﾞｰﾊﾞｯｸﾞ ｽﾗｲﾀﾞｰ付 M （451）ﾌﾘｰｻﾞｰﾊﾞｯｸﾞ ｽﾗｲﾀﾞｰ付 L
規格/160×140×0.06㎜ 13枚入
規格/ポリエチレン 厚み0.06㎜
ｻｲｽﾞ/W170×D50×H50㎜
入数/10×10
(中国製）

4 903673 613118

規格/180×205×0.06㎜ 11枚入
規格/ポリエチレン 厚み0.06㎜
ｻｲｽﾞ/W190×D50×H50㎜
入数/10×10
(中国製）

規格/270×280×0.06㎜ 6枚入
規格/ポリエチレン 厚み0.06㎜
ｻｲｽﾞ/W280×D50×H50㎜
入数/10×10
(中国製）

4 903673 613125

4 903673 613132

(534)ﾌﾘｰｻﾞｰﾊﾞｯｸﾞ ﾏﾁ付S 18枚

(535)ﾌﾘｰｻﾞｰﾊﾞｯｸﾞ ﾏﾁ付M 13枚 (536)ﾌﾘｰｻﾞｰﾊﾞｯｸﾞ ﾏﾁ付L 8枚

規格/160×120×40㎜
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 0.06㎜
ｻｲｽﾞ/W170×D60×H40㎜
入数/10×10
（中国製）

規格/180×175×60㎜
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 0.06㎜
ｻｲｽﾞ/W190×D60×H40㎜
入数/10×10
（中国製）

4 903673 614672

規格/270×240×80㎜
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 0.06㎜
ｻｲｽﾞ/W280×D60×H40㎜
入数/10×10
（中国製）

4 903673 614689

4 903673 614696

（514）ストックバッグ S

（515）ストックバッグ M

（516）ストックバッグ L

規格/160×140×0.04㎜ 23枚
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 厚み0.04㎜
ｻｲｽﾞ/Ｗ172×D50×H50㎜
入数/10×10
(中国製）

規格/180×205×0.04㎜ 18枚
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 厚み0.04㎜
ｻｲｽﾞ/Ｗ190×D50×H50㎜
入数/10×10
(中国製）

規格/270×280×0.04㎜ 12枚
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 厚み0.04㎜
ｻｲｽﾞ/Ｗ281×D50×H50㎜
入数/10×10
(中国製）

4 903673 614238

4 903673 614245

4 903673 614221
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(326)とって付きﾎﾟﾘ袋 SS

(327)とって付きﾎﾟﾘ袋 S

(328)とって付きﾎﾟﾘ袋 M

(329)とって付きﾎﾟﾘ袋 L

規格/40枚 厚み0.013㎜(TG30)
規格/300(ﾏﾁ120)×400×0.013㎜
ｻｲｽﾞ/W120×D25×H220㎜
入数/10×12
(ﾍﾞﾄﾅﾑ製）

規格/35枚 厚み0.015㎜（TG35）
規格/350（ﾏﾁ130）×450×0.015㎜
ｻｲｽﾞ/W135×D10×H240㎜
入数/10×12
(ﾍﾞﾄﾅﾑ製）

規格/25枚 厚み0.016㎜（TG40）
規格/400（ﾏﾁ140）×500×0.016㎜
ｻｲｽﾞ/W140×D10×H185㎜
入数/10×12
(ﾍﾞﾄﾅﾑ製）

規格/20枚 厚み0.018㎜（TG45）
規格/450（ﾏﾁ150）×550×0.018㎜
ｻｲｽﾞ/W155×D10×H320㎜
入数/10×10
（ﾍﾞﾄﾅﾑ製）

4 580287 380249

4 580287 380256

4 580287 380263

4 580287 380270

（344）吊り下げ保存袋 小

（345）吊り下げ保存袋 中

(457)ﾎﾟﾘ袋 10ℓ 半透明

規格/150枚 厚み0.01㎜（KH19）
規格/180×250×0.01㎜
ｻｲｽﾞ/W195×D5×H280㎜
入数/10×8
（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ製）

規格/150枚 厚み0.01㎜（KH20）
規格/200×300×0.01㎜
ｻｲｽﾞ/W215×D5×H330㎜
入数/10× 8
（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ製）

規格/20枚 厚み0.02㎜（ＢＭ14）
規格/10枚 厚み0.02㎜（ＢＭ39）
規格/450×500×0.02㎜
規格/500×700×0.02㎜
ｻｲｽﾞ/W155×D8×H260㎜
ｻｲｽﾞ/W198×D4×H290㎜
入数/10×10
（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ製） 入数/10×12
（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ製）

4 580287 320306

4 580287 320313

4 580287 311519

(458)ﾎﾟﾘ袋 30ℓ 半透明

4 580287 311731

(459)ﾎﾟﾘ袋 45ℓ 半透明

(333)ﾎﾟﾘ袋 45ℓ 半透明

(377)とって付ﾎﾟﾘ袋 45ℓ 半透明 (421)ﾎﾟﾘ袋 45ℓ 半透明 三層

規格/15枚 厚み0.012㎜（KF40)
規格/650×800×0.012㎜
ｻｲｽﾞ/W100×D28×H240㎜
入数/10×12
（中国製）

規格/20枚 厚み0.015㎜（KH50）
規格/650×800×0.015㎜
ｻｲｽﾞ/W220×D8×H350㎜
入数/20×3
（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ製）

規格/10枚 厚み0.02㎜（KT40）
規格/650×800×0.020㎜
ｻｲｽﾞ/W230×D8×H370㎜
入数/20×4
（ﾍﾞﾄﾅﾑ製）

4 580287 320795

4 580287 320184

4 580287 320177

(422)ﾎﾟﾘ袋 70ℓ 半透明

(460)ﾎﾟﾘ袋 70ℓ 半透明

(461)ﾎﾟﾘ袋 90ℓ 半透明

規格/10枚 厚み0.017㎜（GH70)
規格/800×900×0.017㎜
ｻｲｽﾞ/W250×D10×H460㎜
入数/10×8
(ﾍﾞﾄﾅﾑ製）

規格/5枚 厚み0.017㎜（KF70)
規格/800×900×0.017㎜
ｻｲｽﾞ/W130×D10×H270㎜
入数/10×12
（中国製）

規格/5枚 厚み0.017㎜（KF90)
規格/900×1000×0.017㎜
ｻｲｽﾞ/W130×D10×H270mm
入数/10×10
（中国製）

4 580287 291200

4 580287 320801

4 580287 320818

-18-

規格/10枚 厚み0.018㎜（GS43)
規格/650×800×0.018㎜
ｻｲｽﾞ/W230×D10×H380㎜
入数/10×10
(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ製）

4 580287 380621

（438）保存袋 小

（439）保存袋 中

（440）保存袋 大

規格/50枚 厚み0.015㎜（KＦ01）
規格/180×250×0.015㎜
ｻｲｽﾞ/W135×D3×H210㎜
入数/10×16
(ﾏﾚｰｼｱ製）

規格/50枚 厚み0.015㎜（KＦ02）
規格/250×350×0.015㎜
ｻｲｽﾞ/W190×D3×H285㎜
入数/10×12
(ﾏﾚｰｼｱ製）

規格/50枚 厚み0.015㎜（KＦ03）
規格/320×380×0.015㎜
ｻｲｽﾞ/W200×D3×H355㎜
入数/10×10
(ﾏﾚｰｼｱ製）

4 580287 320757

(542)ｻﾆﾀﾘｰﾎﾟﾘ袋 黒 20枚

4 580287 320764

4 580287 320771

(543)消臭ﾀｲﾌﾟｻﾆﾀﾘｰﾎﾟﾘ袋 15枚

規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
規格/250(160+ﾏﾁ90)×350mm
規格/300(190+ﾏﾁ110)×350mm
ｻｲｽﾞ/W110×D5×H225㎜
ｻｲｽﾞ/W109×D5×H255㎜
入数/10×20
（ﾍﾞﾄﾅﾑ製） 入数/10×15
（ﾍﾞﾄﾅﾑ製）

4 580287 320931

4 580287 321563

(414)ボックスマルチポリ袋 80枚

(415)ボックスマルチポリ袋 100枚 (475)エチケットポリ袋黒 40枚

（476）ｴﾁｹｯﾄﾎﾟﾘ袋黒10枚 2個組

規格/250(190＋ﾏﾁ60)×350㎜
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 厚み0.0１㎜
ｻｲｽﾞ/W210×D80×H33㎜
入数/10×12
(中国製）

規格/250(190＋ﾏﾁ60)×350㎜
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 厚み0.01㎜
ｻｲｽﾞ/W210×D80×H41㎜
入数/10×12
(中国製）

規格/300(190＋ﾏﾁ110)×350㎜
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 厚み0.015㎜
ｻｲｽﾞ/W210×D80×H40㎜
入数/10×12
(中国製）

規格/300(190ﾏﾁ＋110）×350㎜
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 厚み0.015㎜
ｻｲｽﾞ/W100×D70×H60㎜
入数/10×12
(中国製）

4 903673 612753

4 903673 613774

4 903673 613781

4 903673 612807

(429)キューティポリバッグ 50枚

（503）日立ラップ30㎝×20m

（530）NEWポリラップ30㎝×20m

（531）NEWポリラップ22㎝×20m

規格/200×300㎜ 2柄入
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 厚み0.015㎜
ｻｲｽﾞ/W210×D80×H34㎜
入数/10×12
(中国製）

規格/30㎝ 20m
規格/塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂

規格/30㎝ 20m
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

規格/22㎝ 20m
規格/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

規格/耐熱温度130℃ 耐冷温度－60℃

規格/耐熱温度110℃ 耐冷温度－70℃

規格/耐熱温度110℃ 耐冷温度－70℃

4 903673 612883

ｻｲｽﾞ/Ｗ316ｘD41xH41㎜
ｻｲｽﾞ/Ｗ315ｘD47xH47㎜
ｻｲｽﾞ/Ｗ236ｘD46xH46㎜
入数/60
（日本製） 入数/50
（日本製） 入数/50
（日本製）

4 902534 213023

4 904701 030211
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4 904701 022216

(339) アルミガード Queen

(340)レンジシート Queen

規格/W800×H450㎜
規格/ｱﾙﾐﾆｳﾑ 磁石3個付き
ｻｲｽﾞ/W310×D5×H490㎜
入数/12×10
(中国製）

規格/W650×H510㎜
規格/W840×H328㎜
規格/W460×D900㎜
規格/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
規格/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
規格/不織布
ｻｲｽﾞ/W140×D3×H545㎜
ｻｲｽﾞ/W297×D8×H370㎜
ｻｲｽﾞ/W170×D3×H290㎜
入数/12×10
(中国製） 入数/12×10
(中国製） 入数/12×34
(中国製）

4 903673 612173

（390）マイクロファイバー
ｷｯﾁﾝ＆ﾃﾞｨｯｼｭｸﾛｽ2P

(373)フライガード Queen

4 903673 612371

4 903673 612180

（435）マイクロファイバー
大判1枚

（189）レンジフードフィルター

4 903673 608701

（523）マイクロファイバー
キッチンマット

規格/ﾍﾞｰｼﾞｭ＆ｶｰｷ、ﾋﾟﾝｸ＆ﾌﾞﾙｰ
規格/ブラウン・ピンク
規格/ﾊﾟｽﾃﾙﾌﾞﾙｰ・ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ
ｻｲｽﾞ/Ｗ150×Ｄ20×H155㎜
ｻｲｽﾞ/Ｗ200×Ｄ20×H300㎜
ｻｲｽﾞ/310×425×7㎜
入数/12×20
(中国製） 入数/12×20
(中国製） 入数/10×20
(中国製）

4 903673 612555

（299）不織布水切りﾈｯﾄ
排水口用50枚

4 903673 613149

（300）不織布水切りﾈｯﾄ
三角ｺｰﾅｰ用35枚

4 903673 614214

（301）水切りﾈｯﾄｽﾄｯｷﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ
浅型排水口用 30枚

（302）水切りﾈｯﾄｽﾄｯｷﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ
三角ｺｰﾅｰ・排水口用 20枚

規格/約235×260㎜
規格/約320×260㎜
規格/約120×140㎜
規格/約120×230㎜
ｻｲｽﾞ/W170×D25×H290㎜
ｻｲｽﾞ/W200×D20×H300㎜
ｻｲｽﾞ/W145×D20×H212㎜
ｻｲｽﾞ/W150×D20×H280㎜
入数/10×10
(中国製） 入数/10×10
(中国製） 入数/10×12
(中国製） 入数/10×12
(中国製）

4 903673 608893

4 903673 611701

4 903673 608909
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4 903673 611718

（130）トワローブパールうす手 S

（131）トワローブパールうす手 S

（132）トワローブパールうす手 M

（133）トワローブパールうす手 M

ホワイト
ピンク
ホワイト
ピンク
規格/塩化ビニ-ル樹脂
規格/塩化ビニ-ル樹脂
規格/塩化ビニ-ル樹脂
規格/塩化ビニ-ル樹脂
ｻｲｽﾞ/W127×D7×H257㎜
ｻｲｽﾞ/W127×D7×H257㎜
ｻｲｽﾞ/W127×D7×H257㎜
ｻｲｽﾞ/W127×D7×H257㎜
入数/10×24
(日本製） 入数/10×24
(日本製） 入数/10×24
(日本製） 入数/10×24
(日本製）

4 907026 076124

（134）トワローブパールうす手 M

4 907026 076148

4 907026 076223

（135）トワローブパールうす手 L

（136）トワローブパールうす手 L

4 907026 076247

(349)ビニスターマリン S

ブルー
ホワイト
ブルー
ブルー
規格/塩化ビニ-ル樹脂
規格/塩化ビニ-ル樹脂
規格/塩化ビニ-ル樹脂
規格/塩化ビニ-ル樹脂
ｻｲｽﾞ/W127×D7×H257㎜
ｻｲｽﾞ/W127×D7×H257㎜
ｻｲｽﾞ/W127×D7×H257㎜
ｻｲｽﾞ/W130×D10×H245㎜
入数/10×24
(日本製） 入数/10×24
(日本製） 入数/10×24
(日本製） 入数/10×24
(日本製）

4 907026 076445

（350)ビニスターマリン M

4 907026 076469

4 907026 076162

(351)ビニスターマリン L

(410)天然ゴム手袋中あつ手 S

4 907026 077428

(411)天然ゴム手袋中あつ手 M

ブルー
ブルー
ピンク
ピンク
規格/塩化ビニール樹脂
規格/塩化ビニール樹脂
規格/表：天然ゴム 裏：綿植毛
規格/表：天然ゴム 裏：綿植毛
ｻｲｽﾞ/W130×D10×H245㎜
ｻｲｽﾞ/W130×D10×H245㎜
ｻｲｽﾞ/W140×D10×H270㎜
ｻｲｽﾞ/W140×D10×H270㎜
入数/10X24
(日本製） 入数/10X24
(日本製） 入数/20×12
(中国製） 入数/20×12
(中国製）

4 907026 077442

(412)天然ゴム手袋中あつ手 M

4 907026 077466

(413)天然ゴム手袋中あつ手 L

4 907026 022824

(419)ピタッと手袋

4 907026 022848

(525)ポリエチレン手袋

グリーン
グリーン
20枚入
100枚箱入
規格/表：天然ゴム 裏：綿植毛
規格/表：天然ゴム 裏：綿植毛
規格/塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
規格/全長27ｃｍ
ｻｲｽﾞ/W140×D10×H270㎜
ｻｲｽﾞ/W140×D10×H270㎜
ｻｲｽﾞ/W128×D20×H265㎜
ｻｲｽﾞ/W115×D220×H20㎜
入数/20×12
(中国製） 入数/20×12
(中国製） 入数/10×20
（中国製） 入数/10×12
（中国製）

4 907026 022947

4 907026 022961

4 903673 612845
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4 903673 614535

（465）紙軸綿棒

（446）ブラック綿棒

規格/200本入
ｻｲｽﾞ/φ80×83㎜
入数/10×10

（447）ＷＥＴ綿棒

（448）オイル付ベビー綿棒

規格/40本入(20本×2)
規格/24本入（1本ﾊﾟｯｸ）
規格/24本入（1本ﾊﾟｯｸ）
ｻｲｽﾞ/W105×D10×H150㎜
ｻｲｽﾞ/W105×D10×H150㎜
ｻｲｽﾞ/W105×D10×H150㎜
(中国製） 入数/12×20
（日本製） 入数/10×20
(日本製） 入数/10×20
(日本製）

4 976558 005537

4 976558 101987

4 976558 005087

4 976558 101994

（466）耳かき綿棒

（408）足指爽快 8枚入り

規格/50本入(1本ﾊﾟｯｸ)
ｻｲｽﾞ/W100×D15×H155㎜
入数/10×20
(日本製）

規格/ﾚｰﾖﾝ・ポリオレフィン
ｻｲｽﾞ/W88×D5×H205㎜
入数/10×30

4 976558 000617

4 920212 011006

（121）孫の手

(122)孫の手 ボール付

（216）ふとん圧縮袋

規格/竹

規格/竹・ゴム

規格/110×90㎝

ｻｲｽﾞ/W30×D30×H510㎜

ｻｲｽﾞ/W38×D50×H460㎜

規格/ﾍﾟｯﾄﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

入数/10×25

（中国製）

（中国製） 入数/5×50

4 903673 600880

ｻｲｽﾞ/W197×D20×H315㎜
入数/10×5
（中国製）

（中国製）

4 903673 604185

4 582276 984087

（231）強力パイプ洗浄

（232）シューズ洗浄

（233）フロ釜洗浄1つ穴用

（234）フロ釜洗浄2つ穴用

規格/5包入

規格/4包入

規格/1個入

規格/1個入

規格/過炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ、酵素、界面活性剤

規格/過炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ、酵素、界面活性剤

規格/過炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ、酵素、界面活性剤

規格/過炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ、酵素、界面活性剤

ｻｲｽﾞ/W95×D26×H184㎜
ｻｲｽﾞ/W96×D26×H185㎜
ｻｲｽﾞ/W85×D47×H152㎜
ｻｲｽﾞ/W73×D73×H90㎜
入数/10×12
（日本製） 入数/20×6
（日本製） 入数/10×12
（日本製） 入数/12×10
（日本製）

4 562127 380114

4 562127 380206

4 562127 380084
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4 562127 380015

(361)ふわっとタオル ホワイト

(362)ふわっとタオル グリーン

(363)ふわっとタオル イエロー

(364)ふわっとタオル ブルー

規格/W340×840㎜
規格/W340×840㎜
規格/W340×840㎜
規格/W340×840㎜
ｻｲｽﾞ/W135×D25×H245㎜
ｻｲｽﾞ/W135×D25×H245㎜
ｻｲｽﾞ/W135×D25×H245㎜
ｻｲｽﾞ/W135×D25×H245㎜
入数/10×20
（中国製） 入数/10×20
（中国製） 入数/10×20
（中国製） 入数/10×20
（中国製）

4 903673 612401

(365)ふわっとタオル ピンク

4 903673 612418

（188）ぞうきん 2枚入

4 903673 612425

（532）万能ふきん

規格/W340×840㎜
規格/2枚入
規格/約205×280㎜
ｻｲｽﾞ/W135×D25×H245㎜
ｻｲｽﾞ/W172×D15×H250㎜
規格/ﾚｰﾖﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
入数/10×20
（中国製） 入数/12×30
（中国製） ｻｲｽﾞ/W220×D5×H330㎜
入数/10×30
（中国製）

4 903673 612449

（425）ガーデニング手袋 S

4 903673 608930

（426）ガーデニング手袋 M

4 903673 614702

（433）ガーデニング手袋 L

規格/4柄アソート
規格/4柄アソート
規格/4柄アソート
規格/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ・ニトリルｺﾞﾑ
規格/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ・ニトリルｺﾞﾑ
規格/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ・ニトリルｺﾞﾑ
ｻｲｽﾞ/W133×D7×H280㎜
ｻｲｽﾞ/W133×D7×H280㎜
ｻｲｽﾞ/W133×D7×H280㎜
入数/12×20
(中国製） 入数/12×20
(中国製） 入数/12×20
(中国製）

4 907026 081708

4 907026 081807

4 907026 081906

（376）レインボーファイヤーRS
規格/約225×40×20㎜
ｻｲｽﾞ/W75×D23×H270㎜
ｶﾗｰ/ﾌﾞﾙｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾚｯﾄﾞ3色ｱｿｰﾄ
入数/12×12
（中国製）

4 520935 501572
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4 903673 612432

（533）おそうじミトン 5枚
規格/195×280㎜
規格/ポリプロピレン
ｻｲｽﾞ/W200×D10×H300㎜
入数/10×30
(中国製）

4 903673 614542

（494）血行を良くするブレスレット

（495）ＵＶチェッカー ブレスレット

規格/PMMA樹脂 ｲｵﾝﾊﾟﾜｰﾋﾞｰｽﾞ
規格/ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
ｻｲｽﾞ/Ｗ90×D6×H120㎜
入数/10×30
(日本製）

規格/PMMA樹脂 ＰＰ
規格/ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
ｻｲｽﾞ/Ｗ90×D8×H120㎜
入数/10×30

4 571358 213658

（498）ｱﾛﾏが香るﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ ﾚﾓﾝ
規格/PMMA樹脂 綿
規格/ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
ｻｲｽﾞ/Ｗ90×D8×H120㎜
入数/10×30
(日本製）

4 571358 213269

（509）ﾌｧﾝｼｰﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ
規格/ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂
規格/ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
ｻｲｽﾞ/Ｗ90×D7×H120㎜
入数/10×30

（496）静電気防止 ミサンガ

規格/ｱｸﾘﾙ導電性繊維
規格/ｱｸﾘﾙ、綿
ｻｲｽﾞ/Ｗ9×D3×H120㎜
(日本製） 入数/10×30

4 571358 213597

（497）ｱﾛﾏが香るﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ ﾛｰｽﾞ
規格/PMMA樹脂 綿
規格/ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
ｻｲｽﾞ/Ｗ90×D8×H120㎜
(日本製） 入数/10×30
(日本製）

4 571358 213603

（499）ｱﾛﾏが香るﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ
規格/PMMA樹脂 綿
規格/ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
ｻｲｽﾞ/Ｗ90×D8×H120㎜
入数/10×30
(日本製）

（500）ｱﾛﾏが香るﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ ｼﾞｬｽﾐﾝ
規格/PMMA樹脂 綿
規格/ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
ｻｲｽﾞ/Ｗ90×D8×H120㎜
入数/10×30
(日本製）

4 571358 213245

4 571358 213214

（510）念珠ﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ
規格/ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂
規格/ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
ｻｲｽﾞ/Ｗ90×D8×H120㎜
(日本製） 入数/10×30

4 571358 213757

(日本製）

4 571358 213740

（506）ｱﾛﾏが香るｺﾞﾑ ｼﾞｬｽﾐﾝ

（507）ｱﾛﾏが香るｺﾞﾑ ﾛｰｽﾞ

（508）ｱﾛﾏが香るｺﾞﾑ ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ

規格/φ1.5㎜ｘ1ｍ
規格/ﾚｰﾖﾝ・ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
ｻｲｽﾞ/Ｗ51×D10×H192㎜
入数/10×30
(日本製）

規格/φ1.5㎜ｘ1ｍ
規格/ﾚｰﾖﾝ・ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
ｻｲｽﾞ/Ｗ51×D10×H192㎜
入数/10×30
(日本製）

規格/φ1.5㎜ｘ1ｍ
規格/ﾚｰﾖﾝ・ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
ｻｲｽﾞ/Ｗ51×D10×H192㎜
入数/10×30
(日本製）

4 571358 260034

4 571358 260010

4 571358 260027
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4 571358 213276

（501）ｱﾛﾏが香るﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ
規格/PMMA樹脂 綿
規格/ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
ｻｲｽﾞ/Ｗ90×D8×H120㎜
入数/10×30
(日本製）

4 571358 213252

廃番予定商品

（92A）おつまみ入 長角

（69）糸巻きコーヒースプーン

(323)山椒すりこぎ棒 18㎝

規格/竹
規格/W30×D10×H130㎜
規格/18㎝
ｻｲｽﾞ/W175×D225×H10㎜
ｻｲｽﾞ/W45×D10×H165㎜
ｻｲｽﾞ/φ20×H180㎜
入数/10×40
（ﾍﾞﾄﾅﾑ製） 入数/10×25
(中国製） 入数/10×10

4 903673 606295

(中国製）

4 903673 611947

4 903673 607292

(392)お箸の国ペア箸 2膳
市松
規格/白竹 22.5㎝
ｻｲｽﾞ/W50×D7×H260㎜
入数/10×60

(中国製）

4 903673 612647

（217）衣類圧縮袋 収納用

(222)クリアパックA6 30枚

（223）クリアパックA5 20枚

（226）クリアパックB4 10枚

規格/70×50㎝
規格/ﾍﾟｯﾄﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
ｻｲｽﾞ/W163×D10×H312㎜
入数/10×10
（中国製）

規格/15×10㎝
規格/OPP
ｻｲｽﾞ/W117×D5×H190㎜
入数/10×40
(中国製）

規格/21×15.3㎝
規格/OPP
ｻｲｽﾞ/W160×D4×H247㎜
入数/10×30
(中国製）

規格/37×26.3㎝
規格/OPP
ｻｲｽﾞ/W265×D2×H410㎜
入数/10×20
(中国製）

4 582276 984070

4 582276 983073

(352)PerfumeSheet（香りのｼｰﾄ）

(353)PerfumeSheet（香りのｼｰﾄ）

グリッターオレンジ

4 582276 983028

(354)PerfumeSheet（香りのｼｰﾄ）

ロイヤルブルー

4 582276 983059

（513）エコロジーﾌﾟﾚｰﾄ 18㎝

ラグジュアリーピンク

規格/8枚
規格/界面活性剤・香料
規格/界面活性剤・香料
規格/界面活性剤・香料
規格/さとうきび・葦
ｻｲｽﾞ/W110×D25×H180㎜
ｻｲｽﾞ/W110×D25×H180㎜
ｻｲｽﾞ/W110×D25×H180㎜
ｻｲｽﾞ/φ185×H20㎜
入数/10×20
(中国製） 入数/10×20
(中国製） 入数/10×20
(中国製） 入数/10×12

4 903673 612111

4 903673 612135

4 903673 612128
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4 580361 210035

(中国製）

株式会社まるわ
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