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消耗品編

●チラシに関するお問い合わせは…
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1. 食品をクルっと巻きます。

使用手順

2. 両端をねじります。 3. ノッチを引っ張れば、セパレートに切れます。

プチリュバン
オリジナル

●サトウキビ由来の植物性プラスチック（バイオマスプラスチック）を
　25％以上使用した、有料義務付け対象外の商品です。
●一部植物由来の原料を利用したバイオマスインキで印刷しています。
●弊社は、バイオマス度を担保できる設備と技術を保持しています。安心し
て販売・ご使用いただけます。
●包んだ後のフィット感を意識した寸法設計にしています。
●持ち手部分が山型なので、開口部が大きく広がります。
●底マチと逆ハの字シールの組み合わせで、袋に安定感があります。

●材質…HDナチュラル ●規格内容…幅×奥行×高さ（口折） ●両面印刷

●材質…静防コート＋印刷／カラリヤン（特殊PE）24μ ●規格内容…幅×長さ

注文番号 商品名 規格 厚み ケース 備考

注文番号 商品名 規格 ケース 備考

商品名
ケーキ箱 デコ箱

一般的な品番 適応寸法（幅×奥行） 品番 適応寸法（幅×奥行）

3S
3×4 0.5 120×90
3.5×5 1 150×105

SS
4×6 2 180×120

4号 148×148
4.5×6.5 2.5 195×135

S 5×7 3 210×150 4.5号 160×160

M
5.5×7.5 3.5 225×165 5号 190×190
6×8 4 240×180 5.5号 209×209

L
4.5 235×205 6号 225×225

7×9 5 270×210 6.5号 241×241

フラットバッグバイオ25 フランス

くるるんラップ 無地

形状記憶フィルムで出来ているので、ひねっても戻りません。
センターノッチ付きで開封も簡単！！

くるるんラップ

ケーキやパンにおすすめサイズ。バイオマス度25％以上の
持ち帰り袋は無料配布可能商品です！！

フラットバッグバイオ25
最少出荷単位 1ケース（メーカー直送品）

最少出荷単位 1袋（200枚入）

7129568 1,000枚3S 190×120×240（75）mm 0.03mm

Y000130 2,000枚M 170×240mm

Y012922 2,000枚LL 280×370mm
Y000131 2,000枚L 200×300mm

7129579 800枚L 330×210×340（95）mm 0.03mm
7129578 1,000枚M 270×190×300（95）mm 0.03mm
7129574 1,000枚S 240×170×290（85）mm 0.03mm
7129569 1,000枚SS 240×130×260（75）mm 0.03mm

掲載商品以外にも多数商品を取り扱っております。詳しくはカタログをご覧ください。
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。

●ケーキ箱 対応サイズ 目安表

有料化
対象外
有料化
対象外

レジ袋

パン屋さんからの問い合わせが
多い商品です。小ロット対応が
可能です。詳しくは担当までお
問い合わせください。

オーダーメイドも
承っております。

▼

製品1枚1枚にバイオマスマーク、文言を印刷
しているので環境配慮をアピールできます。

他にはない
オリジナル商品です！！

有料義務付け対象外
グリーン購入法適合

季節の味覚が充実する秋、お菓子やパンを素敵に装うアイテムを取り揃えました！！

使い方も種類も色々。食品を彩るアクセントに。

ワックスペーパー 最少出荷単位 1ケース（メーカー直送品）

●材質…パルプ（耐水耐油加工） ●規格内容…幅×長さ

注文番号 商品名 規格 ケース 備考

ワックスペーパー 1,000枚入 スノーホワイト

6381933 10,000枚S 153×273mm

6381212 5,000枚L 306×273mm
●材質…晒＋パラフィン加工 ●規格内容…幅×長さ

●材質…純白ロール紙30g ●規格内容…幅×長さ

●材質…純白ロール紙30g ●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

ヘイコー ワックスペーパー 1,000枚入 小

ヘイコー WAXペーパー 100枚入 21.8-25

ヘイコー ワックスペーパー 100枚入 ハンディサイズ（15-15）

6381593 10,000枚白 153×270mm

6381896 50箱ニュースレター白 218×250mm

6381595 50箱フェザーイニシャル白 150×150mm

6381596 50箱フェザーイニシャル茶 150×150mm

6381900 50箱無地チョコ 218×250mm
6381899 50箱ギンガム赤 218×250mm
6381898 50箱ドット赤 218×250mm
6381897 50箱ニュースレター黒 218×250mm

6381594 10,000枚茶 153×270mm

S 白

ニュースレター白 無地チョコギンガム赤

フェザーイニシャル茶フェザーイニシャル白

ドット赤ニュースレター黒

茶L

紙にワックスを染み込ませる加工により耐油性、耐水性を持たせたワックスペーパー。お皿に敷いたり、サンドイッチを包んだりと、様々な
用途に便利にお使いいただけます。油分にも強いので、ドーナツなどのお菓子の敷き紙としてもおすすめです。ボックスティッシュのように
1枚ずつ取り出せるので作業性にも優れています。お洒落な柄入タイプは、ギフト雑貨のラッピングとしても活躍します。
※調理・加熱はできません。また、印刷面に直接食品が触れないようにご使用ください。

商品を華やかに演出する柄入りタイプ。1箱100枚入りの小分けタイプなので、シーンによって使い分けが可能です。柄入りタイプ

あらゆるシーンに幅広くお使いいただける無地タイプは大容量の1箱1,000枚入りでたっぷり使えます！！無地タイプ



選べるデザイン 自由なサイズ

食品の包装には欠かせないOPPの無地シート。乾燥や湿気などから食品を保護するだけでなく、ハリのある質感と高い透明性、光沢感が商
品のグレード感をアップさせてくれます。厚みのバリエーションも豊富にご用意しましたので、用途に合わせてお選びいただけます。

OPP無地シート

●厚み…＃20、＃25、＃30、＃40、＃50、＃60
●用途…一般食品包装・一般包装・オーバーラップ・窓貼 etc.
●特徴…ポリプロピレンを原材料とした二軸延伸フィルムです。腰が強く、防湿性、耐水性、透明度に

優れています。カットケーキ、ロールケーキなどの乾燥防止に。洋菓子だけでなく、和菓子、
生花等、あらゆるシーンで幅広くお使いいただけます。

●オススメの使い方…ケーキフィルムや陳列時の敷き紙に！

【良く出る寸法】 300×400mm、400×600mm
ご希望の寸法で1,000枚から出荷可能です！
※在庫フィルムからのカットの為、納期2～3日で出荷可能です。その他、
柄物商材も承ります！

CPPエンボスシート

●厚み…CPP＃30
●用途…カステラ・ロールケーキなどの生地・クリー

ム剥離防止
●特徴…表面が凸凹しており、お菓子の表面が剥が

れにくい構造となっております。

ルセット柄

●色……ピンク・ブラウン・クリーム
●材質…PET＃12/DL/PET#12
●用途…洋菓子用 etc.
●特徴…印刷面をラミネート加工しているため、印刷

が直接食品に触れることはありません。
※カップ成型品は別注扱いとなります。

パティスリ―柄

●色……【クリア】ピンク・ブラウン・ホワイト
　　　　【カラー】レッド・グリーン・ビビッドオレンジ・

ブラック
●材質…PET＃12/DL/PET#12
●用途…洋菓子用 etc.
●特徴…印刷面をラミネート加工しているため、印刷

が直接食品に触れることはありません。
※カップ成型品は別注扱いとなります。

切子柄

●色……藤・抹茶・きなこ
●材質…PET＃12/DL/PET#12
●用途…和菓子用 etc.
●特徴…印刷面をラミネート加工しているため、印刷

が直接食品に触れることはありません。
※カップ成型品は別注扱いとなります。

ベタ雲竜柄

●色……紅梅・藤・黄金（こがね）
●材質…PET＃12/DL/PET#12
●用途…和菓子用 etc.
●特徴…印刷面をラミネート加工しているため、印刷

が直接食品に触れることはありません。
※カップ成型品は別注扱いとなります。

OPP無地シート

CPPエンボスシート

PETラミシート

表面にダイヤ型のエンボス加工を施した剥離性の良い透明フィルムです。シートを剥がした時に表面が剥がれやすいカステラ生地やクリー
ム等の付着を防ぎ、食べる直前までお菓子の美しさを保ちます。

豊富なカラー、デザインで様々な演出・ラッピングにお使いいただけるラミネートシートです。印刷面を中面にして加工しているため、食品に
直接触れても安心・安全です。お菓子の包装の飾りつけとして、お皿に敷くシートとして、華やかさを演出します。

※こちらの見開きに掲載している全商品（OPP無地／CPPエンボス／
PETシート）が対象となります。

※商品の注文に関しましては担当営業までお問い合わせください。

オーダーメイド 
カットフィルム
最少出荷単位 1,000枚～（メーカー直送品）

Ordermade & Design Cut

希望の寸法で必要な分だけ。
もちろん急ぎの大量ロットにも対応可能。
1,000枚から注文OKです！！

メーカー在庫だから

パン陳列の下敷きにすることで
掃除の手間削減と
見栄えの向上に貢献！

Pickup ●●●

豊富な色柄で様々な演出にお使いいただけます。

ハロウィンやクリスマスなど
季節のイベントに最適！

Pickup ●●●

グリーンレッドブラック
ビビッド
オレンジ
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