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消耗品編

●チラシに関するお問い合わせは…

EG2010090  2020.10 m-hattori

不織布風呂敷

規格・ケース
品　名

66×66cm 75×75cm 90×90cm
備考

1,600枚 1,200枚 800枚

ピンク
グリーン
ブルー
パープル
ベージュ

●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

PP製不織布で軽くて包みやすく美しい風呂敷です。
カラーやサイズのバリエーションが豊富。

不織布風呂敷

最少出荷単位 1袋（20枚入）

Y008351

Y008355
Y008354
Y008353
Y008352

Y008356

Y008360
Y008359
Y008358
Y008357

Y008361

Y008365
Y008364
Y008363
Y008362

規格・ケース
品　名

66×66cm 75×75cm 90×90cm
備考

1,400枚 1,000枚 700枚

絞りグリーン N
絞りピンク N
亀甲ぼかし N
菊柄 N
白寿 N

風車ピンク N

不織布風呂敷 美装シリーズ

●材質…PP製不織布 ●規格内容…幅×長さ

まごころを包む、美しい風呂敷。
PP製不織布で軽くて包みやすく美しい風呂敷です。

絞りピンク N

不織布風呂敷

最少出荷単位 1袋（20枚入）

Y008366
Y008367

Y008368

Y008369

Y008370

Y008372
Y008371

菊柄 N

絞りグリーン N 亀甲ぼかし N 白寿 N

風車ピンク N

四季折々の彩りを豊かに演出する造花。
お料理のアクセントに。
※受注生産品のためお早目の手配をお願いします。

お料理のアクセントに。 飾り串

●規格内容…長さ

注文番号 規格 ケース 最少出荷単位 備考
梅小 S-12 
Y003661 2,000本 1袋（50本入）約105mm

●規格内容…長さ

注文番号 規格 ケース 最少出荷単位 備考
南天大 N-3 
Y003668 10,000本 1袋（100本入）約135mm

●規格内容…長さ

注文番号 規格 ケース 最少出荷単位 備考
南天小 N-2 
Y003667 10,000本 1袋（100本入）約110mm

●規格内容…長さ

注文番号 規格 ケース 最少出荷単位 備考
白寿付梅小 S-13W 
Y003662 3,000本 1袋（50本入）約105mm

1

4

3

2 ●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
グルメシート
Y003679 1,000枚 1袋

（100枚入）
南天 丸 
約80×80mm

Y003681 1,000枚 1袋
（100枚入）

寿松竹梅 丸 
約80×80mm

●規格内容…幅×全長（串の長さ）

注文番号 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考

福扇
Y003741 3,300個 1箱

（100個入）
№2 小 
95×90（40）mm

Y003742 3,000個 1箱
（100個入）

№1 大 
125×105（40）mm

●規格内容…【№8】幅×長さ 【№7】幅×全長（串の長さ）

注文番号 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考

尾紙
Y003743 3,000個 1箱

（100個入）
№8 小針金付 
87×120mm

Y003744 3,000個 1箱
（100個入）

№7 楊枝付 
92×135（25）mm

●材質…【松串・花串・かんざし串】竹、ウレタン樹脂 【破魔矢串】竹、紙 ●規格内容…長さ

注文番号 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考
飾り串
Y003730 ― 1袋

（100本入）
松串 
12cm

Y003731 ― 1袋
（100本入）

花串 
12cm

Y003734 ― 1袋
（100本入）

破魔矢串 
12cm

Y003733 ― 1袋
（100本入）

かんざし串 赤 
12cm

●材質…竹 ●規格内容…長さ

注文番号 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考
南天串
Y003735 20袋 1袋

（10本入）7cm 赤

Y003738 20袋 1袋
（10本入）9cm 赤／黒

Y003737 20袋 1袋
（10本入）7cm 赤／黒

Y003736 20袋 1袋
（10本入）9cm 赤

●材質…竹、ナイロン ●規格内容…長さ

注文番号 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考
京串
Y003739 20袋 1袋

（10本入）
赤 
12cm

Y003740 20袋 1袋
（10本入）

黄 
12cm

●規格内容…傘の直径×串の長さ

注文番号 規格 ケース 最少出荷単位 備考
飾り番傘 特小 混色
Y003729 3,000本 1箱

（100本入）φ80×105mm5

7

6

8

●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
ベストカラーバラン
Y003658 ― 1パック

（1,000枚入）
山型1号（茶） 
55×74mm

Y003659 ― 1パック
（500枚入）

仕切長（茶） 
165×60mm

造花

1 3

4

四季の味覚を彩るバランで、
お料理に一段と新鮮さを…。

バラン

抗菌仕様抗菌仕様

6

9

10

お祝いの席等にご利用ください。 飾り串

№2 小9

№1 大10

8

生葉に比べて保存も利き、
衛生的です。

装飾フィルム

12

14

11

13

№7 楊枝付12

№8 小針金付

11

黄14赤13

16

20

18

15

19

17

21

花串16 破魔矢串18

南天串 赤19

南天串 赤／黒20

松串15 かんざし串 赤17

おせち小物特集
まだまだ間に合う！これからお探しの皆様へ朗報！

豪華食材、おせちのお供に必要な小物を集めました。
2021年の干支『丑』にちなんで、　　　　　   と幸せな１年を迎えられるように応援します！

重箱ほか容器の
お問い合わせは
担当営業まで！

使いやすい小さめサイズ
の生笹です。

幅広くご利用頂ける
香りの良い生笹です。

最少出荷単位 1袋（100枚入）

天然素材天然素材天然素材天然素材

●材質…雲流紙、OPP ●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
OP雲流紙
Y003697 ― 1袋

（100枚入）
10cm 
100×100mm

Y003698 ― 1袋
（100枚入）

15cm 
150×150mm

シート（和風）

OP加工面はお料理を直接盛り付ける
ことができます。

●材質…PE ●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
オーロラシート
Y003695 ― 1袋

（100枚入）
10cm 
100×100mm

Y003696 ― 1袋
（100枚入）

15cm 
150×150mm

シート（オーロラ）

見た目の彩りだけでなく、器に食材がつく
のを防ぎます。

●規格内容…幅×長さ

注文番号 商品名・規格 ケース 備考
徳用笹の葉 軸なし
Y003688 30袋80～100×320mm

笹葉笹葉

最少出荷単位 1袋（100枚入）

●規格内容…幅×長さ

注文番号 規格 ケース 備考
べんり笹
Y003687 30袋約50×240mm

生葉・装飾用シート・ほか消耗品

●材質…ミズキ ●規格内容…長さ
●材質…プチ：カルボキシメチルセルロース フレッシュ：アク
リルアミド架橋体 ●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
注文番号 商品名・規格 ケース 備考祝箸 スノーパック

祝事、慶弔事用のゴム房の定番。

保冷管理だけではなく、料理を楽しく演出する心くばり！お正月の祝箸に。一本ずつ丸く両細の形に削られた丸箸は、
二本で一膳となり、丸く納める、割らないということで、
正月のお祝い箸などおめでたい祝膳に使われます。

10g

30g紅白（10膳） 水引金文字（5膳）

Y011817 90袋紅白（10膳）
24cm

1袋
（10膳入）

Y003639 1,500個プチ（ミニ）10g
40×70mm

Y011795 90袋水引金文字（5膳）
24cm

1袋
（5膳入）

●規格内容…長さ（折径）

注文番号 商品名・規格 ケース 備考
2重ゴム房
Y004342 1,000本紅白 

500（約220）mm

Y003640 600個フレッシュ（抗菌）30g
75×95mm

最少出荷単位 1袋（10個入）

最少出荷単位 1束（50本入）

赤・ピンク・グリーン・黄色・青・オレンジの混色です。
21 飾り番傘 特小 混色

梅小

2 白寿付梅小

南天小

南天大

5 山型1号（茶）

仕切長（茶）

7 南天 丸

寿松竹梅 丸

お正月にぴったりなラベルです。

C-0483

J-0440

J-0437

J-0441

J-0442

●規格内容…幅×長さ　J-0437のみ直径

注文番号 商品名・規格 最小出荷単位 ケース 備考
エースラベル
Y009287 1,500個C-0483 迎春（金箔） 

39×33mm 1冊（300枚入）

Y009433 1,500個J-0437 寿 
φ40mm 1冊（500枚入）

Y009431 1,500個J-0442 寿
33×20mm 1冊（500枚入）

Y009429 1,500個J-0440 寿
40×25mm 1冊（500枚入）

Y009428 1,500個J-0441 祝 
40×25mm 1冊（500枚入）

OK！！
レンジ

割箸 保冷剤

ラベル 房紐



注文番号 商品名・規格 展開時寸法 該当号数 ケース 最少出荷単位 備考

見る角度により、様々な色彩が現れ、まさしくオーロラの輝きです。

C33-550底径

高さ

OK！！
レンジ

M33-746

（小） C33-475

※旬彩の器は紙鍋ではありませんので、火にかけないでください。

●材質…PET＋OPP ●規格内容…底径（開口部：幅×長さ）×高さ

注文番号 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考
旬彩の器 オーロラ
Y004094 12箱 1箱

（300枚入）
（小） C33-475 
φ55（95×95）×50mm

Y004096 6箱 1箱
（200枚入）

（大） C33-477 
φ105（165×165）×85mm

Y004095 12箱 1箱
（300枚入）

（中） C33-476 
φ80（120×120）×60mm

※旬彩の器は紙鍋ではありませんので、火にかけないでください。

●材質…PET ●規格内容…底〔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
旬彩の器 角 オーロラ
Y004089 ― 1箱

（300枚入）
M33-746 
50×50×30mm

Y004093 ― 1箱
（300枚入）

M33-751 
50×80×35mm

Y004092 ― 1箱
（300枚入）

M33-750 
90×90×30mm

Y004091 ― 1箱
（300枚入）

M33-748 
70×70×30mm

Y004090 ― 1箱
（300枚入）

M33-747 
60×60×30mm

※グルメカップは電子レンジでご使用いただけます。ただし長時間の加熱は
おやめください。

●材質…OPP40μ/PET18μ ●規格内容…底径（開口部：直径）×高さ

グルメカップ オーロラ

フィルムケース

お料理の盛り付けを美しく保ちます。

天ぷら敷紙

●材質…紙 ●規格内容…幅×長さ

注文番号 商品名・規格 ケース 備考
耐油天紙
Y004368 80冊291-4 4寸

120×120mm

Y004370 ―291-6 6寸
180×180mm

Y004369 ―291-5 5寸
150×150mm

クリーム

ピンク
白

抗菌仕様抗菌仕様
6色×200枚入

敷紙・懐紙

四方に色枠のついた天紙です。

●材質…紙 ●規格内容…幅×長さ

注文番号 商品名・規格 ケース 備考
赤枠耐油天紙
Y004371 ―4寸 291-R-12

120×120mm

Y004373 ―6寸 291-R-18
180×180mm

Y004372 ―5寸 291-R-15
150×150mm

しっかりと成型され型くずれしにくい
フィルムトレーです。

●材質…ダイヤ：OPP、AL 白雲竜：OPP、紙 ●規格内容…底径（開口部：
幅×長さ）×高さ

注文番号 商品名・規格 ケース 備考
フィルム角トレー

ダイヤ 9.5角 白雲流 9.5角

Y004097 ―ダイヤ 9.5角 
φ40（65×65）×40mm

Y004099 ―ダイヤ 16.5角 
φ80（130×130）×55mm

Y004102 ―白雲流 16.5角 
φ80（130×130）×55mm

Y004101 ―白雲流 12.5角 
φ55（95×95）×50mm

Y004100 ―白雲流 9.5角 
φ40（65×65）×40mm

Y004098 ―ダイヤ 12.5角 
φ55（95×95）×50mm

最少出荷単位 1袋（300枚入）

最少出荷単位 1冊（300枚入） 最少出荷単位 1冊（300枚入）

懐紙

高級雲流和紙を使用した懐紙です。

●材質…紙 ●規格内容…幅×長さ

注文番号 商品名・規格 ケース 備考
松花堂敷懐紙
Y004383 ―3寸 292-C クリーム

90×90mm

Y004385 ―3寸 292-W 白
90×90mm

Y004384 ―3寸 292-P ピンク
90×90mm

最少出荷単位 1冊（200枚入）

千代紙

卓上飾りや敷紙としてどうぞ。

●材質…紙 ●規格内容…幅×長さ

注文番号 商品名・規格 ケース 備考
千代紙セット
Y004386 ―6角 M33-128

60×60mm

Y004387 ―15角 M33-131
150×150mm

最少出荷単位 1箱（1,200枚入）

φ75 10本C33-550 
φ35（φ55）×20mm 5号Y004085 1本

（500枚入）

φ150 10本C33-553 
φ70（φ106）×40mm 約13号Y004088 1本

（200枚入）

φ115 10本C33-552 
φ55（φ83）×30mm 10号Y004087 1本

（500枚入）

Y004086 φ95 10本C33-551 
φ40（φ75）×27.5mm 6号 1本

（500枚入）

赤 

金 

銀 

透明 

おせち、仕出し、弁当、オードブル、香の物など、幅広くご使用いただける小型カップです。 盛付用小型カップ

S-70-9 透明

S-65-9 透明

S-80L 透明

S-70-9 銀

S-70L 銀

S-70-9 金

S-60 金

商品名・規格 ケース 最少出荷単位 透明 金 銀 備考
5寸用トレー

●材質…【透明】A-PET 【金・銀】PS ●規格内容…幅×奥行×高さ

Y014113 Y014115Y014114

商品名・規格 ケース 最少出荷単位 透明 金 銀 備考

●材質…【透明】A-PET 【金・銀】PS ●規格内容…幅×奥行×高さ

おせちトレー
Y014116 Y014117 Y014118S-65-9

58×58×32mm 10,000枚 1袋（100枚入）

Y014104 Y014105 Y014106S-80L
120×120×32mm 3,600枚 1袋（100枚入）

Y014107 Y014108 Y014109S-70L
105×105×32mm 3,600枚 1袋（100枚入）

Y014110 Y014111 Y014112S-60
80×80×32mm 4,800枚 1袋（100枚入）

S-70-9
64×64×33mm 10,000枚 1袋（100枚入）

S-70L-6 銀S-65L-6 金 S-80L-6 透明

S-70-9
64×64×33mm

S-65-9
58×58×32mm

S-80L
120×120×32mm

S-70L
105×105×32mm

S-65L-6
96×64×32mm

S-80L-6
120×80×32mm

S-70L-6
105×70×32mm

S-60
80×80×32mm

●サイズバリエーション  

盛付用小型カップ・調味料カップ

仕出し弁当やおせち料理の盛付のアクセントに。電子レンジOKの小型容器です。 盛付用小型カップ

商品名・規格 ケース 最少出荷単位 透明 金 銀 赤 備考

規格 ケース 最少出荷単位 透明 金 銀 赤 備考

珍味入れ 華

珍味入れ 丸

●材質…PP ●規格内容…直径×高さ

●材質…PP ●規格内容…直径×高さ

―小
φ45×22mm 1箱（400個入）

―大
φ60×30mm 1箱（400個入）

―φ60×34mm 1箱（400個入）

Y013056 Y013058 Y013060 Y013062
Y013059 Y013061 Y013063Y013057

Y013055 Y013052Y013054Y013053

珍味入れ 華 小 珍味入れ 華 大珍味入れ 丸

OK！！
レンジ透明

金
銀

赤

●材質…OPS ●規格内容…底径（口径）×高さ

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 容量 ケース 最少出荷単位 備考

ホイルカップ 透明

オンスカップ 

Y004103 30包 1包（400枚入）SH-4
φ22（φ40）×20mm 18mL

Y003147 5,000枚 1袋（50枚入）本体 1／2
φ43×23mm 15mL

Y003149 5,000枚 1袋（50枚入）嵌合蓋
φ45mm ―

Y003148 5,000枚 1袋（50枚入）本体 3／4
φ43×35mm 22mL

Y004105 30包 1包（400枚入）SH-6
φ40（φ60）×23mm 44mL

Y004104 30包 1包（400枚入）SH-5
φ33（φ50）×20mm 26mL

透明性と光沢がある小型カップです。剥離性が良く、作業時間の短縮を実現します。

SH-6SH-5SH-4

サラダなどのドレッシング入れに最適。

盛付用小型カップ

●材質…本体：HIPS 蓋：A-PET ●規格内容…本体：直径×高さ 蓋：直径

本体 1／2 本体 3／4 嵌合蓋 

商品名・規格 ケース 最少出荷単位 透明 金 銀 備考

Y014119 Y014120 Y014121S-80L-6
120×80×32mm 3,600枚 1袋（100枚入）

Y014122 Y014123 Y014124S-70L-6
105×70×32mm 3,600枚 1袋（100枚入）

Y014125 Y014126 Y014127S-65L-6
96×64×32mm 4,800枚 1袋（100枚入）

しっかりした厚みのある容器ですので水分の多い物や配達の
弁当等に使用しても型崩れせず、安心です。

外嵌合蓋

蓋のみ本体のみ 調味料カップ

パーティーセットのケチャップ、マスタード入れにもよく使われています。

注文番号 商品名・規格 最少出荷単位 備考

使いやすくて高品質、そして低価格のバランス良い容器です。

●材質…竹 ●規格内容…外径×高さ

注文番号 規格 ケース 備考
丸チョコ 生地 最少出荷単位 1袋（10個入） 最少出荷単位 1個

●材質…竹 ●規格内容…直径×高さ

注文番号 商品名・規格 最少出荷単位 備考
ツマザル

青渕ツマザル 青渕舟篭 

茶渕ツマザル 茶渕舟篭 

竹篭

カビの発生、変色等を防ぐ為、厨房、加工現場等の高温多湿及び、地面に近い場所での保管は避け、開封後できるだけ早くご使用下さい。
●材質…竹 ●規格内容…直径×高さ

丸篭
茶渕丸篭 

青渕六ツ目丸篭 

青渕丸篭 

猪口 猪口

注文番号 規格 備考
青塗丸チョコ 

●材質…竹 ●規格内容…外径×高さ

※お手入れは軽く水洗いし、充分に水を切り、通気性の良い場所
で保管して下さい。水分が多い状態で保管しますと、カビなど
の発生する原因となります。

天然竹に特殊な加工を施し、天然の青さ
を表現した商品です。素地が天然竹です
ので、形状・色などが異なります。そのた
め塗装を施しても色の誤差などが生じ
る場合がございます。

Y006201 1袋（100個入）青渕ツマザル 
φ50×25mm

Y006202 1袋（100個入）茶渕ツマザル
φ50×25mm

Y006203 1袋（50個入）青渕丸篭 
φ60×25mm

Y006204 1袋（50個入）茶渕丸篭
φ60×25mm

Y006212 500個約φ55～60×45mm Y006213 約φ55～60×45mm

舟篭

●材質…竹 ●規格内容…幅×奥行×高さ

注文番号 商品名・規格 最少出荷単位 備考

Y006205 1袋（20個入）青渕六ツ目丸篭
φ80×30mm

Y006210 1袋（50個入）青渕舟篭
100×60×25mm

Y006211 1袋（50個入）茶渕舟篭
100×60×25mm

盛付飾り・器

※在庫無くなり次第、箱→シュリンク包装に切替えとなります。
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