
繰り返し使える
厚手の袋（50μｍ以上）

50μm

3

  ● ●●Topix

１枚1円以上（＋税率10％）で
事業者自らが設定

レジ袋の有料化で
お弁当の袋はどうなるの？
7月1日より、プラスチック製買い物袋（いわゆるレジ袋）の有料化がスタートしました。
プラスチックの過剰な使用を抑制し、私たちのライフスタイルを見直すことを目的としたこの
制度ですが、お弁当の袋はどのような扱いになるのでしょうか。

プラスチック製買い物袋を使用する事業者は、業種を問わず適用されるこの制度。
しかし、環境性能が認められる以下のような製品であれば、有料化の対象外になります。

この他、風呂敷を利用する場合は従来通りの材質であっても有料化対象外となります。

お弁当の袋も有料化対象→材質等によっては対象外

プラスチックではない
紙製や布製の袋

2

レジ袋有料化Q&Aガイド
1袋1円以上で販売することが義務付けられてい
ます。また〇〇円以上の購入で袋無料といった
サービスもできません。

A
価格設定に決まりはあるの？Q

詳しくは、経済産業省ホームページをご確認ください。 経済産業省　レジ袋有料化

1枚5円

プラスチック製買い物袋を扱う、小売業を営む全て
の事業者が対象です。その他の事業者でも、一部と
して小売業を行っている場合は対象となります。

A

購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手の
ついたプラスチック製の買い物袋です。

A

どのような事業者が対象？Q

どのような袋が対象なの？Q

環境にやさしい
素材※で作られた袋

※海洋生分解性プラスチックの配合率が100％
またはバイオマス素材の配合率が

25％以上の素材

1

まずは
おさらい

有料化
対象外
有料化
対象外

レジ袋
←本チラシに掲載の商品に関しては、このマークが有料化対象外の目印です！！

ポサのも
ものづくり応援団ものづくりサポート提案

消耗品編
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消耗品編 Vol,002

Step1 Step2 Step3 Step4

４ステップで、必要な
商材選びを簡単ナビゲート！！

《仕出し・ご予約弁当編》



●チラシに関するお問い合わせは…

備考欄のカラーマークは亀山SSセンターからの出荷対応になります。　 …ケース・バラ出荷対応　 …ケース出荷のみ対応　 …バラ出荷のみ対応　※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

EG2007100  2020.09 m-yokoyama

和風仕出し容器の定番。ワンランク上の「高級感」が集いの席を彩ります。

イベント・会議のお弁当に。

●材質…本体：HIPS 蓋：HIPS ●規格内容…幅×奥行×高さ ※蓋はセット時の高さ（全高－本体高さ）

注文番号 商品名 規格 ケース 最少出荷単位 備考

⑦
⑧
⑨
⑩

能登共蓋セット Uシリーズ

Y002091 400枚 1袋（20枚入）U-201 本体：265×205×39 蓋：267×207×10mm

Y002096 240枚 1袋（20枚入）U-206 本体：320×285×40 蓋：322×287×10mm
Y002094 320枚 1袋（20枚入）U-204 本体：270×270×40 蓋：272×272×10mm
Y002093 320枚 1袋（20枚入）U-203 本体：315×225×40 蓋：317×227×10mm

●材質…本体：HIPS 蓋：HIPS ●規格内容…幅×奥行×高さ（蓋の高さ）

注文番号 商品名 規格 ケース 最少出荷単位 備考

③
④
⑤
⑥

HS-仕切 花小舞 共蓋セット

Y002102 300枚 1袋（20枚入）34 268×206×38（14）mm

Y002105 280枚 1袋（20枚入）37 318×228×38（14）mm
Y002104 200枚 1袋（20枚入）36 317×284×40（14）mm
Y002103 240枚 1袋（20枚入）35 270×270×40（14）mm

●材質…紙 ●規格内容…幅×奥行×高さ ●材質…MSD ●規格内容…幅×奥行×高さ

注文番号 商品名 規格 ケース 最少出荷単位 備考

㉛
32

注文番号 商品名 規格 ケース 最少出荷単位 備考

33
34

紙ボックス 一体型 紙ボックス MSD中仕切

P002644 300枚 1ケース90-60 クラフト 278×180×40mm P002592 300枚 1ケース90-60 C-5 黒 275×180×36mm

P001867 300枚 1ケース90-60 黒木目 278×180×40mm P002593 300枚 1ケース90-60 NC 黒 275×180×36mm

Step1

注文番号 商品名 規格 ケース 最少出荷単位 備考 注文番号 商品名 規格 ケース 最少出荷単位 備考

⑪ ⑯
⑫ ⑰
⑬ ⑱
⑭ ⑲
⑮ ⑳

CUシリーズ 清秀 本体（N）のみ CUシリーズ 清秀 共蓋のみ 

●材質…HIPS ●規格内容…幅×奥行×高さ ●材質…HIPS ●規格内容…幅×奥行×セット時の高さ（全高－本体高さ）

Y013866 400枚 1袋（20枚入）CU-230 317×227×39mm

Y013874 200枚 1袋（20枚入）CU-236 332×292×39mm
Y013872 200枚 1袋（20枚入）CU-235 316×282×39mm
Y013870 240枚 1袋（20枚入）CU-233 338×236×39mm
Y013868 280枚 1袋（20枚入）CU-232 270×270×39mm

Y013891 400枚 1袋（20枚入）CU-230 319×229×9mm

Y013899 200枚 1袋（20枚入）CU-236 334×294×10mm
Y013897 200枚 1袋（20枚入）CU-235 318×284×10mm
Y013895 240枚 1袋（20枚入）CU-233 340×238×10mm
Y013893 280枚 1袋（20枚入）CU-232 272×272×10mm

注文番号 商品名 規格 ケース 最少出荷単位 備考 注文番号 商品名 規格 ケース 最少出荷単位 備考

㉑ ㉖
㉒ ㉗
㉓ ㉘
㉔ ㉙
㉕ ㉚

NUシリーズ 美濃 本体のみ NUシリーズ 美濃 共蓋のみ

●規格内容…幅×奥行×高さ ●規格内容…幅×奥行×セット時の高さ（全高－本体高さ）

Y013851 400枚 1袋（20枚入）NU-230 317×227×40mm

Y013854 200枚 1袋（20枚入）NU-236 332×292×40mm
Y013881 200枚 1袋（20枚入）NU-235 316×282×40mm
Y013853 240枚 1袋（20枚入）NU-233 338×236×40mm
Y013852 280枚 1袋（20枚入）NU-232 270×270×40mm

Y013906 400枚 1袋（20枚入）NU-230 319×229×9mm

Y013886 200枚 1袋（20枚入）NU-236 334×294×10mm
Y013885 200枚 1袋（20枚入）NU-235 318×284×10mm
Y013884 240枚 1袋（20枚入）NU-233 340×238×10mm
Y013883 280枚 1袋（20枚入）NU-232 272×272×10mm

●材質…本体：PPF 蓋：OPS ●規格内容…幅×奥行×高さ ※蓋セット時

注文番号 商品名 規格 ケース 最少出荷単位 備考

①
②

夢彩ごぜん 透明蓋セット

Y001340 1,200枚 1袋（100枚入）TSR-10 本体：黒 175×123×40mm

Y001341 1,200枚 1袋（100枚入）TSR-10 本体：黒内白 175×123×40mm

※本体「黒内白」は外面が黒、内面が白となっています。

弁当容器本体・蓋セット

外嵌合蓋

OK！！
レンジ

（本体のみ）

仕出し容器本体・蓋セット

のせ蓋

仕出し容器本体・蓋セット

のせ蓋

仕出し容器本体・蓋別売

のせ蓋

仕出し容器本体・蓋別売

のせ蓋

仕出し容器外箱・中仕切別売

差込蓋

メーカー直送品メーカー直送品

優美な器で
おもてなしの心を演出。

落ち着いた藍とほのかな朱色の上品な柄が料理・売場・集いの席を美しく彩ります。

仕出し弁当におすすめ。上質で
風格あるデザインのお弁当容器です。

主食用に適した小さめサイズの
弁当容器です。

容器
 《掲載商品詳細》

得意先番号 得意先名 お名前
※フルネームでご記入ください。 

得意先住所
〒　　　－

日中連絡先 TEL －　　　　　　　－ FAX －　　　　　　　－

送り先番号 －　　　　 送り先名 お名前
※フルネームでご記入ください。 

送り先住所
〒　　　－

日中連絡先 TEL －　　　　　　　－ FAX －　　　　　　　－

ご依頼日 20　　年　　　月　　　日

枚中　　　枚目

番号 注文番号
（チラシ内掲載の注文番号） 商品名 発注数量

ケース出荷 最少出荷 単位

1 ケース

2 ケース

3 ケース

4 ケース

5 ケース

6 ケース

7 ケース

8 ケース

9 ケース

10 ケース

11 ケース

12 ケース

13 ケース

14 ケース

15 ケース

ＦＡＸ専用発注書
お客様情報 あらかじめ、お客様情報を記入した後に、この用紙をコピーして使うと便利です。

コピーしてお使いください

ご注文内容

商品のお届け

発注のＦＡＸ番号・お問い合わせ先

月　　日　　午前 ・ 午後　必着指定なし 指定あり

※都合により「午前」希望の場合でもお届け場所により、午後着となる場合がございます。

※最短納期でお届けします。

※初めてのお客様、ご登録内容の変更（住所、担当名、お支払方法）の方は
　別紙の【新規お取引・ご登録内容変更申込書】をご利用ください。

備考

※チラシ内記載の注文番号を必ずご記入下さい。（番号が無い場合は商品が不明確となるため、当日出荷お受けできません。）



※その他容器多数ご用意しております。「プラスBzカタログVol.3」を是非ご参照ください。Step1の容器の詳細については最終頁に掲載しています

Step1

※外面が茶色（能登）、中面が黒い
容器になります。

容器を
お選び下さい

Uシリーズ 能登 共蓋セット

CUシリーズ 清秀 本体／蓋

NUシリーズ 美濃 本体／蓋

HS-仕切 花小舞 共蓋セット

優美な器でおもてなしの心を演出。

落ち着いた藍とほのかな朱色の
上品な柄が料理・売場・集いの席を
美しく彩ります。

和風仕出し容器の定番。
ワンランク上の「高級感」が
集いの席を彩ります。

仕出し弁当におすすめ。上質で風格あるデザインのお弁当容器です。

仕出し容器

仕出し容器

仕出し容器

仕出し容器

HS-仕切34 花小舞
本体：268×206×38mm

HS-仕切37 花小舞
本体：318×228×38mm

HS-仕切36 花小舞
本体：317×284×40mm

HS-仕切35 花小舞
本体：270×270×40mm

本体・蓋セット

本体・蓋セット

のせ蓋

本体・蓋別売

本体・蓋別売

最少出荷単位 1袋（20枚入）

最少出荷単位 1袋（20枚入）

最少出荷単位 1袋（20枚入）

最少出荷単位 1袋（20枚入）

のせ蓋

のせ蓋

のせ蓋

夢彩ごぜん 透明蓋セット
主食用に適した小さめサイズの弁当容器です。

弁当容器

夢彩ごぜん TSR-10 本体：黒
本体：175×123×40mm

夢彩ごぜん TSR-10 本体：黒内白
本体：175×123×40mm

本体・蓋セット

外嵌合蓋

OK！！
レンジ

（本体のみ）

最少出荷単位 1袋（100枚入）

紙ボックス 一体型
イベント・会議のお弁当に。

仕出し容器外箱・中仕切別売

差込蓋

最少出荷単位 1ケース（300枚入）

メーカー直送品

価格

低

価格

高

※本体「黒内白」は外
面が黒、内面が白
となっています。

④ Y002103 ⑥ Y002105⑤ Y002104③ Y002102② Y001341① Y001340

U-201 能登
本体：265×205×39mm

⑦ Y002091

CU-230 清秀
本体：317×227×39mm

[本体] ⑪Y013866
[ 蓋 ] ⑯Y013891

NU-230 美濃
本体：317×227×40mm

[本体] ㉑Y013851
[ 蓋 ] ㉖Y013906

NU-236 美濃 
本体：332×292×40mm

[本体] ㉕Y013854
[ 蓋 ] ㉚Y013886

NU-235 美濃 
本体：316×282×40mm

[本体] ㉔Y013881
[ 蓋 ] ㉙Y013885

NU-233 美濃
本体：338×236×40mm

[本体] ㉓Y013853
[ 蓋 ] ㉘Y013884

NU-232 美濃
本体：270×270×40mm

[本体] ㉒Y013852
[ 蓋 ] ㉗Y013883

CU-235 清秀
本体：316×282×39mm

[本体] ⑭Y013872
[ 蓋 ] ⑲Y013897

CU-236 清秀
本体：332×292×39mm

[本体] ⑮Y013874
[ 蓋 ] ⑳Y013899

CU-233 清秀
本体：338×236×39mm

[本体] ⑬Y013870
[ 蓋 ] ⑱Y013895

CU-232 清秀
本体：270×270×39mm

[本体] ⑫Y013868
[ 蓋 ] ⑰Y013893

U-206 能登
本体：320×285×40mm

⑩ Y002096
U-204 能登

本体：270×270×40mm

⑨ Y002094
U-203 能登

本体：315×225×40mm

⑧ Y002093

紙ボックス 一体型 90-60 クラフト
278×180×40mm

㉛ P002644
MSD中仕切 90-60 NC 黒

275×180×36mm

34 P002593
MSD中仕切 90-60 C-5 黒

275×180×36mm

33 P002592
紙ボックス 一体型 90-60 黒木目

278×180×40mm

32 P001867

※商品詳細は最終頁に掲載しています。

※商品詳細は最終頁に掲載しています。

※商品詳細は最終頁に
　掲載しています。

※商品詳細は最終頁に掲載しています。

※商品詳細は最終頁に掲載しています。

※商品詳細は最終頁に掲載しています。

備考欄のカラーマークは亀山SSセンターからの出荷対応になります。　 …ケース・バラ出荷対応　 …ケース出荷のみ対応　 …バラ出荷のみ対応　※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

Step2
お料理のアクセントに。

中に入れる商材を
お選び下さい

透明

5F 

紫桃

6F 8F 

たれ・調味料入れとして
欠かせない商品です。

刺身、寿司、会席、弁当に。
お好みの量だけサッと使える
特選の味。
（醤油はキッコーマン醤油使用）

タレビンタレビン（調味料入）

●材質…PE ●規格内容…幅×奥行×高さ●材質…本体：PE

注文番号 商品名 規格 容量 ケース 最少出荷単位 備考

注文番号 商品名 規格 ケース 最少出荷単位 備考

タレビン
ランチャーム

Y003152 2,250個 1箱（250個入）5mLランチャーム 醤油ビン 小 

Y003155 2,250個 1箱（250個入）5mLランチャーム ソースビン 小 

角中 角大

魚 大（D）

本体・蓋セット本体・蓋セット（調味料入）

ランチャーム ソースビン 小 ランチャーム 醤油ビン 小 

Y003160 4,800個 1袋（100個入）27×17×48mm角中 約15mL

Y003162 2,000個 1袋（50個入）37×25×59mm角大 約33mL

Y013796 5,000個 1袋（100個入）31×14×71mm魚 大（D） 約8mL

かわいらしいひょうたん型の保冷剤。
仕出弁当のお刺身などの
保冷におすすめです。

お刺身やサラダに直接触れても安心の
抗菌タイプです。

コストパフォーマンスに優れた
スタンダードタイプの畜冷剤。

保冷剤 保冷剤保冷剤

抗菌仕様抗菌仕様

●材質…アクリルアミド架橋体 ●規格内容…幅×長さ

注文番号 規格 ケース 備考

スノーパック 
フレッシュ（抗菌） 30g 

Y003640 600個75×95mm

最少出荷単位 1袋（10個入）

●材質…包材：PE ●規格内容…直径×高さ

注文番号 規格 ケース 備考

シェルアイス （ひょうたん）  

Y003629 1,000個φ30×55mm

最少出荷単位 1袋（25個入）

ねじ蓋ねじ蓋

●材質…カルボキシメチルセルロース ●規格内容…幅×長さ

※その他各サイズございます。 ※その他各サイズございます。●材質…OPP ●規格内容…幅×長さ

注文番号 商品名 規格 ケース 備考

注文番号 商品名 規格 ケース 備考

注文番号 商品名 規格 ケース 備考

注文番号 商品名 規格 ケース 備考

スノーパック

フードケース 彩（500枚入）

FMホイルケース
抗菌OKシート

Y003630 420個75×75mmR-3 30g 

Y013633 100本φ35×20（φ75）mm5F 透明

Y004136 120本φ35×20mm5F 
Y003715 ―90×90mmOPK-09 角 9cm 

Y003718 ―180×180mmOPK-18 角 18cm 
Y003717 ―150×150mmOPK-15 角 15cm 
Y003716 ―120×120mmOPK-12 角 12cm 

Y013634 100本φ40×25（φ90）mm6F 透明

Y013648 100本φ40×25（φ90）mm6F 桃
Y013647 100本φ35×20（φ75）mm5F 桃

Y004137 80本φ40×25mm6F 

Y004139 80本φ50×30mm8F 
Y013668 100本φ35×20（φ75）mm5F 紫

Y013630 100本φ40×25（φ90）mm6F 紫

Y003632 250個75×105mmR-5 50g 

最少出荷単位 1袋（10個入）

最少出荷単位 1本（500枚入）

最少出荷単位 1本（500枚入）最少出荷単位 1包（500枚入）

R-3 30g R-5 50g

明るく鮮やかな色彩がお弁当やお惣菜を
カラフルに彩ります。

フィルムケース

OK！！
レンジ

抗菌シート

無機系の抗菌剤を使用した安全性の
高い抗菌効果のあるOPフィルムです。
●耐熱温度：－50～120℃

OK！！
レンジ

抗菌仕様抗菌仕様

合紙がなく、剥離性が良いのが
特徴です。

アルミケース

OK！！
オーブン

●材質…ポリエチレン ●規格内容…幅×長さ

注文番号 商品名 規格 ケース 最少出荷単位 備考

バラン

Y003642 50箱 1箱（2,000枚入）37×47mm山型 1／2切 B色

Y003644 50箱 1箱（1,000枚入）75×58mm山型 小 B色

Y003647 36箱 1箱（1,000枚入）168×72mm仕切型 B色

四季の味覚を彩るバランで、御料理に一段と新鮮さを。
ティー・オー・ケー バラン

山型 1／2切 B色 山型 小 B色 仕切型 B色

造花 装飾フィルム

●規格内容…直径

注文番号 規格 ケース 備考

新小菊DY  

Y003665 20,000個約φ25mm

●規格内容…最大幅

注文番号 規格 ケース 備考

豆菊 （黄） 

Y003666 10,000個約40mm

最少出荷単位 1袋（200個入）

最少出荷単位 1袋（100個入）

●材質…PP ●規格内容…幅×長さ

注文番号 規格 ケース 備考

グルメシート 大葉 丸 

Y003675 1,000枚約80×80mm

最少出荷単位 1袋（100枚入）

OK！！
レンジ生葉に比べて保存も利き、

衛生的です。

●材質…AL ●規格内容…底径×高さ●材質…OPP ●規格内容…底径×高さ（展開時：直径）

新小菊DY  豆菊 （黄） 



Step3

備考欄のカラーマークは亀山SSセンターからの出荷対応になります。　 …ケース・バラ出荷対応　 …ケース出荷のみ対応　 …バラ出荷のみ対応　※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

注文番号 商品名 規格 ケース 最少出荷単位 備考

●材質…LDPE ●規格内容…幅×長さ

ポリ風呂敷

Y012678 №70 水玉透明 500枚 1袋（10枚入）700×700mm

Y012679 №90 水玉透明 300枚 1袋（10枚入）900×900mm

Y012719 №90 水玉ピンク 300枚 1袋（10枚入）900×900mm
Y012718 №70 水玉ピンク 500枚 1袋（10枚入）700×700mm

Y012717 №70 水玉ブルー 500枚 1袋（10枚入）700×700mm

Y012716 №90 水玉ブルー 300枚 1袋（10枚入）900×900mm

弁当・寿司・ピザ・フルーツ・洋菓子・和菓子・
オードブル等の持ち帰り袋に。

容器の装いを
お選び下さい

お料理の配達にぴったり。
お弁当箱を重ねて
持ち運ぶことができます。

サトウキビ由来の植物性プラスチック
を25％以上使用した、有料義務付け
対象外の商品です。

大切なお弁当をしっかりと包み込む、丈夫で高品質な材質で作った仕出し袋です。

手提袋・スカンジーバッグHDPE手提袋・スカンジーバッグHDPE

角底袋紙

注文番号 商品名 規格 厚み ケース 最少出荷単位 備考

注文番号 商品名 規格 厚み ケース 最少出荷単位 備考

注文番号 商品名 規格 ケース 最少出荷単位 備考

●材質…HDPE ●規格内容…幅（仕上幅）×長さ●材質…HDPE ●規格内容…幅（仕上幅）×長さ

※その他各サイズございます。

KPバッグ

SKバッグバイオ25

仕出し袋

エムアンドエム

Y007464 0.035mm＃7 500枚 1袋（50枚入）665（350）×700mm

7129318 0.032mm№60 1,000枚 1ケース430（350）×530mm
7129317 0.032mm№50 1,000枚 1ケース455（375）×480mm
7129316 0.026mm№40 1,000枚 1ケース430（350）×450mm
7129315 0.026mm№30 1,000枚 1ケース390（310）×430mm

1220004 M-5 らんか 50枚 1ケース550×280×450mm

1220008 M-9 らんか 50枚 1ケース660×450×420mm
1220007 M-8 らんか 50枚 1ケース700×330×420mm
1220005 M-6 らんか 50枚 1ケース600×330×450mm

Y007465 0.035mm＃9 500枚 1袋（50枚入）540（300）×630mm

仕出し弁当、寿司桶などでおなじみ、定番の水玉柄のポリ風呂敷です。

※サイズにより2c／sで1梱包にさせていただく場合がございます。

ポリ風呂敷LDPE

注文番号 商品名 規格 ケース 最少出荷単位 備考

●材質…PP製不織布 ●規格内容…幅×長さ

不織布風呂敷 パステルカラー

Y008354 66 パープル 1,600枚 1袋（20枚入）66×66cm

Y008351 66 ピンク 1,600枚 1袋（20枚入）66×66cm

Y008361 90 ピンク 800枚 1袋（20枚入）90×90cm
Y008356 75 ピンク 1,200枚 1袋（20枚入）75×75cm

Y008359 75 パープル 1,200枚 1袋（20枚入）75×75cm

Y008364 90 パープル 800枚 1袋（20枚入）90×90cm

PP製不織布で軽くて包みやすく美しい風呂敷です。

不織布風呂敷

内容物（箱等）に合わ
せて形状を変えられ、
水平に保持すること
ができます。

手提袋・スカンジーバッグHDPE

仕
上
幅

Ⓑ

Ⓐ

Ⓐ＋Ⓑ
＝マチ

幅

※№3…丸・角桶3人前用等 適応目安サイズ：φ285×45mm
　№4…丸・角桶4人前用等 適応目安サイズ：φ325×45mm
　№5…丸・角桶5人前用等 適応目安サイズ：φ367×45mm
　№6…丸・角桶6人前用等 適応目安サイズ：φ400×45mm

バンバンバッグ

バンバンバッグ（マチ付）
注文番号 商品名 規格 厚み ケース 最少出荷単位 備考

注文番号 商品名 規格 厚み ケース 最少出荷単位 備考

●材質…HDPE ●規格内容…仕上幅（マチ）×長さ ※図参照

●材質…HDPE ●規格内容…幅×長さ ※図参照

バンバンバッグ（マチ付）

バンバンバッグ

Y007477 0.025mm№3 波柄 1,500枚 1袋（100枚入）340×430mm

Y007478 0.025mm№4 波柄 1,000枚 1袋（100枚入）300（60）×460mm

Y007480 0.030mm№6 波柄 1,000枚 1袋（100枚入）350（100）×550mm
Y007479 0.028mm№5 波柄 1,000枚 1袋（100枚入）320（70）×490mm

水玉透明 ピンク パープル水玉ピンク 水玉ブルー

定
番

+ plusbz +             
  s

el
ec
tio
n

有料化
対象外
有料化
対象外

レジ袋

有料化
対象外
有料化
対象外

レジ袋

有料化
対象外
有料化
対象外

レジ袋
有料化
対象外
有料化
対象外

レジ袋

メーカー直送品

メーカー直送品

繊細な盛付のお弁当も傾ける
ことなく持ち運びができます。

蘭の花をイメージしたデザインは、お祝い・仏事どちらでもご使用いただけます。

※№30…丸・角桶3人前用等 適応目安サイズ：φ285×45mm
　№40…丸・角桶4人前用等 適応目安サイズ：φ325×45mm
　№50…丸・角桶5人前用等 適応目安サイズ：φ367×45mm
　№60…丸・角桶6人前用等 適応目安サイズ：φ400×45mm

●材質…紙 ●規格内容…幅×奥行×高さ

※＃7… 適応目安サイズ：315×285×40mm
　＃9… 適応目安サイズ：265×205×40mm

PP製不織布

備考欄のカラーマークは亀山SSセンターからの出荷対応になります。　 …ケース・バラ出荷対応　 …ケース出荷のみ対応　 …バラ出荷のみ対応　※ケース出荷のマークがないものはメーカーからの直送になります。

Step4
しなやかで折れにくい、高級感のある割箸です。

環境と性能を考慮して作られた定番おしぼり。

関連する副資材を
お選び下さい

爪
楊
枝
入

爪
楊
枝
入

元禄箸

シンプルなデザインが素材の持つ美しさを
引き立てます。

箸袋

商品左側に「本御料理は新鮮なる材料にて調製吟味したものですがなるべくお早くお召
し上り下さい」と記載しています。

シンプルなデザインで様々な用途（お祝い事・慶事）に最適です。

掛紙

●材質…仙貨紙（55g/㎡） ●規格内容…幅×長さ

注文番号 商品名 規格 ケース 最少出荷単位 備考

掛紙 本中判

祝事、慶弔事用のゴム房の定番。
おせち料理や各式典でのお重を留めるのにご使用いただくと華やかになります。

房紐

●規格内容…長さ（折径）

注文番号 商品名 規格 ケース 最少出荷単位 備考

2重ゴム房 紅白 紫白

紙ナプキン ラベル

多くの飲食店様で愛用される定番ナプキンです。

ストレート

F-0014 調製

波型

F-0010 時節柄お早目に

妻楊枝

個包装されているので衛生的。

割箸

不織布おしぼり

割箸
油をはじく竹割箸は、通常のお料理にはもちろん、天ぷら・うなぎなどの油分の多いお料理におすすめです。

「もっと使用現場に応じた商品を」をコンセプトに環境と性能を考慮して作られた、コストパフォーマンスの良い定番おしぼりです！

●材質…竹 ●規格内容…長さ●材質…竹 ●規格内容…長さ

注文番号 規格 ケース 最少出荷単位 備考注文番号 規格 ケース 最少出荷単位 備考

BASIC 竹天削 100膳BASIC 竹割箸 100膳

PB
オリジナル商品

PB
オリジナル商品

天削箸双生箸

Y013582 30袋21cm 1袋（100膳入）Y013580 30袋21cm 1袋（100膳入）
Y013583 30袋24cm 1袋（100膳入）Y013581 30袋24cm 1袋（100膳入）

●材質…アスペン ●規格内容…長さ

注文番号 規格 ケース 最少出荷単位 備考

紙完封箸 8寸松柄 
アスペン元禄 楊枝入 100P  

Y004217 40袋24cm 1袋（100膳入）

●材質…白樺 ●規格内容…長さ

注文番号 規格 ケース 最少出荷単位 備考

商売繁盛 袋入楊枝 クリア 

Y004204 50箱65mm 1箱（1,000本入）
●材質…パルプ ●規格内容…幅×長さ ※展開サイズ ●規格内容…直径

注文番号 商品名 規格 ケース 備考 注文番号 商品名 規格 ケース 備考

6ツ折ファニー 箱カートン
JAN10000 エースラベル

Y013842 10,000枚248×250mmストレート Y010921 ―φ35mmF-0014 調製

Y013841 10,000枚248×250mm波型 Y010928 ―54×34mmF-0010 時節柄お早目に

最少出荷単位 1小箱（1,000枚入） 最少出荷単位 1冊（500枚入）

PB
オリジナル商品

PB
オリジナル商品

●材質…不織布 ●規格内容…幅×長さ ※展開サイズ

注文番号 規格 ケース 備考

SIMPLE 
不織布おしぼり さわやか 丸 

Y004452 1,200本265×190mm
●材質…不織布 ●規格内容…幅×長さ ※展開サイズ

注文番号 規格 ケース 備考

SIMPLE 
不織布おしぼり さわやか 平 

Y004453 2,000本180×240mm

最少出荷単位 1袋（100本入） 最少出荷単位 1袋（100本入）

Y004334 5冊 1冊（100枚入）290×205mm8-13 御料理字入 

Y004335 5冊 1冊（100枚入）290×205mm8-24 御料理字入 
Y004342 1,000本 1束（50本入）500（約220）mm紅白 

Y004343 1,000本 1束（50本入）500（約220）mm紫白 

8-13 御料理字入 8-24 御料理字入

●材質…紙 ●規格内容…幅×長さ

注文番号 商品名 規格 ケース 備考

箸袋 ハカマ

Y004278 10,000枚38×128mm柾裏 白無地 

Y004279 10,000枚38×128mm4004 味 

最少出荷単位 1束（500枚入）

柾裏 白無地 4004 味


