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消耗品編
ポサ

Vol,001食
食の応援団

●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。

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。
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L-2 大 

お好み焼き、たこ焼きなどの
持ち帰り容器に！

発泡トレー

●材質…PSP ●規格内容…幅×奥行×高さ

バラ出荷CD メーカー直送品CD 商品名・規格 ケース 備考

舟皿
Y003205 5,000枚L-6 小 149×80×14mm

Y003208 3,000枚L-1 特大 215×135×20mm
Y003207 3,000枚L-2 大 199×107×18mm
Y003206 4,000枚L-3 中 164×100×17mm

バラ対応のみ

VK-62 角丸中 無地

保温・断熱性に優れた発泡容器です。

発泡トレー

●材質…PSP ●規格内容…幅×奥行×本体の高さ（セット時の蓋の高さ）

VK60シリーズ（折蓋）

折蓋型

のせ蓋

バラ対応のみ

発泡トレー・経木舟・紙皿

各種イベントや学祭模擬店で
大活躍の舟皿です。

経木舟

●材質…エゾ松 ●規格内容…幅×奥行×高さ（底部分内寸）

バラ出荷CD 商品名・規格 ケース 備考

スワン エゾ松舟皿

Y014369 1,000枚8寸 215×110×45（約120×70×24）mm
Y014368 1,000枚7寸 190×100×44（約105×60×19）mm

天然素材天然素材

7寸 

原紙に耐水加工を施した、
厚みと強度のある紙皿です。

紙皿

●材質…紙（フレッシュパルプ100％） ●規格内容…直径

バラ出荷CD 商品名・規格 ケース 備考

スタンダードプレート
Y003227 2,400枚T-5S φ130mm

Y003229 2,400枚T-7S φ180mm
Y003228 2,400枚T-6S φ150mm

OK！！
レンジ耐水加工耐水加工

イベントなどで定番の、スタンダードな折蓋容器です。

発泡トレー

●材質…PSP ●規格内容…幅×奥行×本体の高さ（セット時の蓋の高さ）

バラ出荷CD メーカー直送CD 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考 バラ出荷CD メーカー直送CD 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考

VK30シリーズ（折蓋）

折蓋型

のせ蓋

バラ対応のみ

VK-31 大 無地

最少出荷単位 1袋（100枚入） 最少出荷単位 1袋（100枚入）

T-5S 

最少出荷単位 1袋（100枚入）

幅広い用途にお使い頂ける丼型発泡容器です。 小分け包装だから、収納スッキリ！

プラ丼ぶり プラ丼ぶり

E-101

小（E-3R）

●材質…PSP ●規格内容…直径×高さ

バラ出荷CD メーカー直送品CD 商品名・規格 容量 ケース 備考

丸丼（白）シリーズ
Y013928 1,400枚E-105R φ132×50mm 317mL

Y003184 1,000枚E-1 丼大 φ179×60mm 770mL
Y003183 800枚E-101 φ170×58mm 800mL
Y013927 900枚E-103R 丼小 φ149×57mm 518mL

バラ対応のみ

プラ丼ぶり
レンジ対応の定番丼、本体はロースタックで、省スペース化実現。 プラ丼ぶり

使い捨てカトラリー・他資材

最少出荷単位 1袋（100本入）

●材質…PS ●規格内容…長さ

バラ出荷CD 商品名・規格 ケース 備考

スプーン＃160

Y003409 3,000本黒 単袋 100本 
160mm

最少出荷単位 1袋（100本入）

●材質…PS ●規格内容…長さ

バラ出荷CD 商品名・規格 ケース 備考

フォーク＃160

Y003421 3,000本黒 単袋 100本
160mm

最少出荷単位 1袋（500本入）

●材質…PS ●規格内容…長さ

バラ出荷CD 商品名・規格 ケース 備考

マドラースプーン

Y003453 3,000本白 バラ
190mm

最少出荷単位 1袋（100本入）

●材質…PS ●規格内容…長さ

バラ出荷CD 商品名・規格 ケース 備考

中スプーンB＃100

Y003389 10,000本透明 単袋 100本
100mmY003407 3,000本白 単袋 100本

160mm Y003419 3,000本白 単袋 100本
160mm

スプーンイベント等の容器のお供に！
サラダやデザートなど、多様にお使いいただけます。

フォーク

黒

白

黒

白

●材質…ストロー：PP 袋：紙 ●規格内容…直径×長さ

バラ出荷CD 規格 ケース 最少出荷単位 備考

アートフレックスストロー ＃6 

Y003466 1箱（400本入）φ6×210mm 30箱

●材質…PP ●規格内容…直径×長さ

バラ出荷CD 規格 ケース 最少出荷単位 備考

アートスプーンストロー ＃16 

Y003468 1箱（500本入）φ6×210mm 20箱

国産 タピオカ用 
片先斜めストレートストロー
フィルム包装（100本入）

Y013437 1箱（100本入）φ 1 0 ×
190mm 20箱

スタンダードな紙袋入りストローです。 先端がスプーン状でかき氷に最適です。 タピオカドリンクの他、スムージーに最適。
固形物を吸い上げ易いよう片側が斜めに
カットしてあるタイプです。個包装されて
いて衛生的です。

ストロー（フレックス） ストロー（スプーン付） ストロー（ストレート）

赤、青、黄、オレンジ、緑の5色が入っています。 梱包状態は裸になります。

紙包装 包装なし フィルム包装

曲がります

●材質…PP ●規格内容…直径×長さ

バラ出荷CD 規格 ケース 最少出荷単位 備考

Y013437 1箱（100本入）№635 黒
φ10×190mm 20箱

最少出荷単位 1袋（100膳入）

●材質…白樺 ●規格内容…長さ

バラ出荷CD 規格 ケース 備考

徳用箸 
白樺元禄 100膳 

Y004220 50袋20.3cm

爪
楊
枝
入

爪
楊
枝
入

最少出荷単位 1袋（100膳入）

●材質…アスペン ●規格内容…長さ

バラ出荷CD 規格 ケース 備考

紙完封箸 
アスペン元禄 TM柄 

Y004216 40袋24cm

最少出荷単位 1袋（100膳入）

●材質…アスペン ●規格内容…長さ

バラ出荷CD 規格 ケース 備考

アスペン元禄箸 4.8 
裸 100膳 

Y013808 50袋20.3cm

※ ■ の商品については無くなり次第
パッケージが変更となります。

大容量サイズでしっかり保冷。
厚手フィルムを使用しています。

飲食店などで幅広くご使用
いただける、リーズナブルで
スタンダードな割箸です。

保冷剤割箸割箸割箸

●材質…ポリアクリル酸ナトリウム ●規格内容…幅×長さ

バラ出荷CD 商品名・規格 ケース 備考

スノーパック

Y003635 60個R-30 300g 
110×200mm

Y003634 80個R-20 200g 
110×160mm

最少出荷単位 1袋（10個入）

商品名・規格 容量 ケース ホワイト（バラ出荷CD） ホワイト（メーカー直送CD） 錦（バラ出荷CD） 錦（メーカー直送CD） 備考

バラ出荷CD メーカー直送CD 商品名・規格 ケース 備考

BF-300シリーズ 本体

BF-300シリーズ 嵌合蓋

Y002338 W455649

Y002339 W455550
Y002340 W455552
Y013417 W455645

Y013414 W455546

最少出荷単位 1袋（50枚入）

最少出荷単位 1袋（50枚入）

Y013412310mLBF-360 φ120×50mm 1,200枚

Y002341 BF-360 φ126×8mm 1,200枚

Y013415 BF-360-B φ138×9mm 1,200枚

Y002342 BF-361 φ159×10mm 900枚

Y002343 BF-362 φ176×10mm 800枚

Y013419 BF-363（VK-760兼用蓋） φ196×10mm 600枚

Y002337650mLBF-361 φ153×60mm 900枚

Y013416830mLBF-362 φ170×60mm 800枚

Y0134181,180mLBF-363 φ187×70mm 600枚

Y013413440mLBF-360-B φ132×55mm 1,200枚

●材質…本体：BF 蓋：OPS ●規格内容…本体：直径×高さ 蓋：直径×セット時の高さ（全高－本体高さ）

本体のみ 蓋のみ

外嵌合蓋
OK！！
レンジ

（本体のみ）

最少出荷単位 1袋（50枚入）

●材質…PSP ●規格内容…直径×高さ

バラ出荷CD 商品名・規格 容量 ケース 備考

BASIC 丼

Y003178 540枚中（E-2R）φ160×68mm 650mL
Y003177 960枚小（E-3R）φ117×52mm 240mL

最少出荷単位 1袋（30枚入）

中（E-2R）

Y003198 1,200枚 1袋（50枚入）VK-33 小 無地 160×115×27（3）mmW220331

Y003200 900枚 1袋（50枚入）VK-31 大 無地 218×135×30（3）mmW220311
Y003199 900枚 1袋（50枚入）VK-32 中 無地 185×120×30（3）mmW220321

Y003201 1,200枚 1袋（50枚入）VK-63 角丸小 無地 162×110×28（8）mmW220631

Y003203 900枚 1袋（50枚入）VK-61 角丸大 無地 220×132×28（8）mmW220611
Y003202 900枚 1袋（50枚入）VK-62 角丸中 無地 194×124×28（8）mmW220621

D49343

D48723
D54223
D54343

D42353

D21390
D79213
D42343

W455688

W455534
W455536
W455647

W455532

W455648
W455533
W455535
W455537
W455644

BF-360 嵌合蓋

BF-360 錦

ご飯 
約220g

BF-360-B 錦

ご飯 
約310g

BF-360 ホワイト

ご飯 
約220g

BF-362 錦

ご飯 
約600g BF-363 錦

ご飯 
約830g

BF-361 錦

ご飯 
約460g

夏向けテイクアウト特集
バラ＆単袋入バラバラ＆単袋入バラ＆単袋入



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。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。

スナック包材・イベント資材

●材質…耐油紙 ●規格内容…幅×マチ×高さ

バラ出荷CD 規格 ケース 最少出荷単位 備考

角底袋 デリシャス  
Y003510 2,000枚 1袋（100枚入）130×80×230mm

●材質…耐油紙 ●規格内容…仕上幅（マチ）×長さ

バラ出荷CD 規格 ケース 最少出荷単位 備考

サイドガゼット袋 デリシャス  
Y003509 2,000枚 1袋（100枚入）120（70）×200mm

●材質…耐油紙 ●規格内容…幅×長さ

バラ出荷CD 規格 ケース 最少出荷単位 備考

スナック袋 デリシャス  
Y003508 4,000枚 1袋（100枚入）103×208mm

クリスピー感を持続させる透気性・透湿性があり、揚げたての食感を長く楽しむことができます。

耐油袋

スナック袋 デリシャス  

サイドガゼット袋 デリシャス  
角底袋 デリシャス  

耐油加工耐油加工

●材質…茶筋32g//PE10μ ●規格内容…幅×長さ

バラ出荷CD 規格 ケース 最少出荷単位 備考

茶筋ラミバーガー袋  
Y001045 3,000枚 1袋（100枚入）150×150mm

●材質…上質紙127.9g ●規格内容…開口部幅×長さ

バラ出荷CD 規格 ケース 最少出荷単位 備考

クレープ袋 ヨーロピアン柄 
Y013739 2,000枚 1袋（100枚入）122×187mm

●材質…耐油紙 ●規格内容…幅×長さ

バラ出荷CD 規格 ケース 最少出荷単位 備考

チュロス袋
Y003531 4,000枚 1袋（100枚入）スター柄 90×240mm

●材質…耐油50g ●規格内容…仕上幅（マチ）×（袋部分＋開口部）

バラ出荷CD 規格 ケース 最少出荷単位 備考

ヨーロピアンハーフムーン（耐油紙） №210 
Y000984 1,000枚 1袋（100枚入）90（35）×（62＋45）mm

●材質…純白紙32g/LD15μ ●規格内容…幅×長さ

バラ出荷CD 規格 ケース 最少出荷単位 備考

オープンパック A-20 アーティクル
Y003487 5,000枚 1袋（100枚入）130×200mm

●材質…紙 ●規格内容…幅×奥行×高さ

バラ出荷CD 規格 ケース 最少出荷単位 備考

フレンチポテトカートン  
Y003537 2,000枚 1袋（50枚入）85×32×102mm

商品の見た目を引き立てる、
シンプルで使い勝手の良いバーガー袋です。

ミシン目がついておりますので、
最後まで手を汚さずにお召し上がりいただけます。

チュロス用の紙袋です。

耐油紙だから油の強いものでも安心。余分な油分を吸収し、
蒸気を逃がして水分によるベタつきを抑えます。

バザーや学園祭などのイベントで大活躍！

バーガー袋

クレープスリーブ

チュロス袋

耐油袋

ドッグスリーブ

ポテトカートン

耐油・耐水
加工

耐油・耐水
加工

耐油加工耐油加工

耐油加工耐油加工

耐油・耐水
加工

耐油・耐水
加工

大阪ポリヱチレン販売

大阪ポリヱチレン販売

大阪ポリヱチレン販売

水野産業

商品の出し入れがしやすいオープンタイプ。
袋の内側のラミネートがソース、ケチャップのにじみ、漏れを防ぎます。

Y003532 4,000枚 1袋（100枚入）ストライプ柄 90×240mm

スター柄 ストライプ柄

●材質…OPS ●規格内容…幅×奥行×本体の高さ（セット時の蓋の高さ）

バラ出荷CD 規格 ケース 最少出荷単位 備考

HPPシリーズ（フードパック）
Y014548 4,500枚 1袋（100枚入）ＨＨＰ-２５ 浅小119×96×24(11)mm

Y014541 2,400枚 1袋（100枚入）ＨＨＰ-１００ 浅（１５）192×123×30(9)mm

和・洋・中のジャンルを問わずにお使いいただける、汎用性の高い透明容器です。 フードパック

Y014545 4,000枚 1袋（100枚入）ＨＨＰ-５０ 中深161×99×30(14)mm

Y014542 2,400枚 1袋（100枚入）ＨＨＰ-１００ 深（１５）192×123×30(15)mm 深（１５）

Y014547 3,200枚 1袋（100枚入）ＨＨＰ-７５ 特中浅174×109×30(10)mm

フードパック

浅小

マルチカップ・かき氷用カップ

紙コップ

●材質…紙 ●規格内容…口径×高さ ●材質…紙 ●規格内容…口径×高さ

●材質…紙170g/㎡、PE18g ●規格内容…口径（底径）×高さ ●材質…PS ●規格内容…口径×高さ

バラ出荷CD 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考

バラ出荷CD 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考

バラ出荷CD 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考

バラ出荷CD 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考

マニュアル用 紙コップ
ベンディング用 紙コップ

ヘイコー S.T.ペーパーカップE
プラストコップ

Y003325 1,400個 1袋（50個入）SCM-360PP ストライプφ80.6×117.8mm

Y014345 3,000個 1袋（100個入）5オンス ホワイトφ66（φ45）×73mm

Y003328 500個 1袋（25個入）SCM-545PP ストライプφ89.6×139mm Y003258 2,500個 1箱（100個入）SCV-275P ストライプφ76.8×92.3mm

Y014346 2,000個 1袋（100個入）7オンス ホワイトφ73（φ50）×80mm Y003303 3,000個 1袋（100個入）N71-215G プラストφ70.7×90.5mm

紙コップ 紙コップ

紙コップ プラコップ

スタンダードタイプ 自動販売機対応紙タイプ

スタンダードタイプ

イベントや学園祭、お祭りなどに
おすすめです。

自動販売機の使用に対応した
精度の高いホット&コールド用の
紙コップです。

容量・数量そのままで、高さすっきり、
重なりコンパクト！

お茶、コーヒー、ジュース、ビール等を
入れる定番商品。イベントにどうぞ。

●材質…PET ●規格内容…直径×高さ ●材質…PET ●規格内容…直径×高さ●材質…BIO PET ●規格内容…口径×高さ

バラ出荷CD 商品名・規格 容量 ケース 最少出荷単位 備考 バラ出荷CD 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 バラ出荷CD 商品名・規格 ケース 最少出荷単位

バイオペットコップ バイオペットコップ 平蓋（穴有）バイオペットコップ ドーム蓋（穴有）

1,000個 1袋（50個入）HF98-18
φ98×140mm 532mLY003286

1,000個 1袋（50個入）HF98-16
φ98×119.6mm 473mLY003285

1,000個 1袋（50個入）HF98-12/14
φ98×106.8mm

355/
414mLY003284

1,000個 1袋（50個入）HF92-12
φ92×105.5mm 355mLY003283

1,000個 1袋（50個入）HF92-9
φ92×72mm 266mLY003282

1,000個 1袋（50個入）DL98
φ102×48mm

Y003294

1,000個 1袋（50個入）DL92
φ95×44mm

Y003293

1,000個 1袋（50個入）FL98
φ102×10mm

Y003291

1,000個 1袋（50個入）FL92
φ95×10mm

Y003290

バイオマスPETとは植物由来の原料を用いて合成した環境配慮型の樹脂（バイオマス度 5～30％）です。 プラコップ

カップのみ 蓋のみ

外嵌合蓋
環境配慮
商品
環境配慮
商品

HF98-12/14

355ml 414ml

DL98（ドーム蓋）FL98（平蓋）

●材質…本体：CF 蓋：PP ●規格内容…本体：口径×高さ 蓋：直径×高さ

バラ出荷CD メーカー直送CD 商品名・規格 ケース 備考

CFカップ 95-270
Y003341 2,000枚本体 無地φ93×66mm

Y003347 2,000枚蓋（PP） 針穴 φ96×9mm

●材質…PSP ●規格内容…口径×高さ ●材質…紙 ●規格内容…口径（底径）×高さ ●材質…A-PET ●規格内容…口径×高さ

バラ出荷CD メーカー直送CD 規格 容量 ケース 備考 バラ出荷CD 規格 容量 ケース 備考 バラ出荷CD 規格 容量 ケース 備考

Pカップ（1600） かき氷用カップ SM-400 アベペンギン2 アイスフラワー AS

マルチカップ

かき氷用カップ かき氷用カップ かき氷用カップ

かき氷・味噌汁など、
幅広くお使いいただけるカップです。

ベーシックなかき氷用カップ。

最少出荷単位 1袋（100枚入）

最少出荷単位 1袋（50枚入）

最少出荷単位 1袋（50個入） 最少出荷単位 1袋（200本入）

95-270 針穴

95-270 無地

表面に特殊発泡ラミネート加工を施した、
かわいいキャラクターの断熱紙カップです。

●材質…紙 ●規格内容…口径×高さ

バラ出荷CD 商品名・規格 容量 ケース 最少出荷単位 備考

発泡断熱コップ AS 氷
Y012338 1,000個 1袋（50個入）13オンス フラベアφ98×82.5mm 400mL

※3タイプのデザインが入っています。

マルチカップ

バラ対応のみ

Y014499 1,600枚φ115×40mm 230mL Y003337 1,500個φ92.7（φ66）×91.5mm 403mL Y012337 800本φ152×90mm 約500mL

※シーズン製品の為、在庫
無くなり次第完売となります。

※シーズン製品の為、在庫
無くなり次第完売となります。

E42952
E43505

E25072

SCM-360PP

5オンス

揚げ物などに高い耐油性を発揮します。サラダ油では常温で5時間裏抜けしません。
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