
HOUSE OF PROO®
Whether it’s adding something handy to your familiar kitchen line-up…
Or laying out your favorite pieces on the table when everyone gets together…
Or using things that make tidying up a bit more enjoyable…
Why don’t you try making mealtimes a little more practical and comfortable?

いつも見慣れたキッチンに機能的なツールをプラスしてみる。
みんなが集うテーブルにお気に入りのグッズを置いてみる。
シンクの周りには片付けがほんの少し好きになるアイテムをチョイス。
毎日の作る、食べる、片付ける『食』のシーンをもっと素敵に、
より快適に演出してみませんか。
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●サイズ:68φ×118H㎜
●重量:70g
●容量:220㎖
●入数:30(5×6)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリエチレン
 カバー/ABS樹脂
●JANコード:パールグレー 101199
  ブラック 101144

プルービストロしょう油差し L
●サイズ:64φ×108H㎜
●重量:60g
●容量:180㎖
●入数:30(5×6)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリエチレン
 カバー/ABS樹脂
●JANコード:パールグレー 101298
  ブラック 101243

プルービストロしょう油差し M
●サイズ:60φ×88H㎜
●重量:46g
●容量:120㎖
●入数:30(5×6)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリエチレン
 カバー/ABS樹脂
●JANコード:パールグレー 101397
  ブラック 101342

プルービストロしょう油差し S

●サイズ:428×280×27H㎜
●重量:530g
●入数:20(1×20)
●材質:本体/ポリカーボネート
 ウレタン塗装
 取っ手/スチロール樹脂
●JANコード:クリアー 090097

プルー トレー L
●サイズ:368×240×25H㎜
●重量:370g
●入数:30(1×30)
●材質:本体/ポリカーボネート
 ウレタン塗装
 取っ手/スチロール樹脂
●JANコード:クリアー 090196

プルー トレー M

●サイズ:318×200×24H㎜
●重量:265g
●入数:40(1×40)
●材質:本体/ポリカーボネート
 ウレタン塗装
 取っ手/スチロール樹脂
●JANコード:クリアー 090295

プルー トレー S

●サイズ:427×280×23H㎜
●重量:420g ●入数:30
●材質:本体/AS樹脂･ウレタン塗装
 取っ手/スチロール樹脂
●JANコード:クリアー 159190
  ブルー 159169

プルー ナチュラルトレー L

●サイズ:93×93×5H㎜
●包装サイズ:120×99×5H㎜
●重量:34g
●入数:120(5×24)
●材質:メタクリル樹脂/コルク貼り
●JANコード:クリアー 091094
  ブルー 091063

プルー コースター
●サイズ:196×80×15H㎜
●包装サイズ:224×83×15H㎜
●重量:56g ●入数:120(5×24)
●材質:メタクリル樹脂
●JANコード:クリアー 091193
  ブルー 091162

プルー おしぼりトレー

●サイズ:367×240×21H㎜
●重量:337g●入数:40
●材質:本体/AS樹脂･ウレタン塗装
 取っ手/スチロール樹脂
●JANコード:クリアー 159299
  ブルー 159268

プルー ナチュラルトレー M
●サイズ:317×200×20H㎜
●重量:233g ●入数:50
●材質:本体/AS樹脂･ウレタン塗装
 取っ手/スチロール樹脂
●JANコード:クリアー 159398
  ブルー 159367

プルー ナチュラルトレー S

●サイズ:52φ×86H㎜
●重量:37g
●容量:90㎖
●入数:30(5×6)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリエチレン
 フラップ/ポリプロピレン
●JANコード:パールグレー 101496
  ブラック 101441

プルービストロ調味料入れ（塩・こしょう）
●サイズ:48φ×86H㎜
●重量:51g
●入数:30(5×6)
●材質:メタクリル樹脂
●JANコード:パールグレー 101595
  ブラック 101540

プルービストロようじ入れ

パールグレー

ブラック

すべり止め加工が施してあります｡

■メーカーコード：4904776

プルー ビストロテーブルウェア
プルービストロシリーズ

PROO BISTRO TABLE WARE
プルー トレー
PROO TRAY

プルー ナチュラルトレー
PROO NATURALTRAY 

プルー コースター
PROO COASTER

プルー おしぼりトレー
PROO OSHIBORI TRAY

さりげないけどセンスが光る。使いやすいのにとってもスマート。
ソースやしょう油など食卓には欠かせない小物たちを
ちょとお洒落に衣替えしてみませんか。

Casual but sophisticated. Easy-to-use, but chic.
How about decorating your dining table
with items as simple as salt, pepper or sauce dispensers,
but with style you can’t ignore? 
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サイズ:64φ×208H㎜
●重量:55g
●容量:380㎖
●入数:120(10×12)
●材質:本体/ポリエチレン
 フタ/AS樹脂
 注ぎ口/ステンレス
●JANコード:ナチュラル 544194
  イエロー 544132
  ブルー 544163

プルー ディスペンサー L
●サイズ:64φ×202H㎜
●重量:48g
●容量:380㎖
●入数:120(10×12)
●材質:本体･キャップ/ポリエチレン
 フタ/ポリプロピレン
●JANコード:ナチュラル 543197
  イエロー 543135
  ブルー 543166

プルー ドレッシングキーパー L

●サイズ:62φ×181H㎜
●重量:48g
●容量:280㎖
●入数:150(10×15)
●材質:本体/ポリエチレン
 フタ/AS樹脂
 注ぎ口/ステンレス
●JANコード:ナチュラル 544293
  イエロー 544231
  ブルー 544262

プルー ディスペンサー M
●サイズ:62φ×175H㎜
●重量:41g
●容量:280㎖
●入数:150(10×15)
●材質:本体･キャップ/ポリエチレン
 フタ/ポリプロピレン
●JANコード:ナチュラル 543296
  イエロー 543234
  ブルー 543265

プルー ドレッシングキーパー M

●サイズ:60φ×136H㎜
●重量:40g
●容量:180㎖
●入数:180(10×18)
●材質:本体/ポリエチレン
 フタ/AS樹脂
 注ぎ口/ステンレス
●JANコード:ナチュラル 544392
  イエロー 544330
  ブルー 544361

プルー ディスペンサー S

●サイズ:72φ×100H㎜
●重量:65g ●容量:250㎖　●入数:90(5×18)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリエチレン
 フラップ/ポリプロピレン
●JANコード: 104190

プルー ソルト＆ペッパーポット L

●サイズ:64φ×183H㎜
●重量:50g ●容量:280㎖　●入数:120(10×12)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ/AS樹脂
 注ぎ口/ステンレス
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:クリアーブラウン 545382
  クリアーブルー 545368
  クリアーレッド 545313

プルー ヘルシーオイルボトル L
●サイズ:58φ×149H㎜
●重量:41g ●容量:200㎖　●入数:160(10×16)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ/AS樹脂
 注ぎ口/ステンレス
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:クリアーブラウン 545481
  クリアーブルー 545467
  クリアーレッド 545412

プルー ヘルシーオイルボトル S

●サイズ:60φ×80H㎜
●重量:45g ●容量:125㎖　●入数:120(5×24)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリエチレン
 フラップ/ポリプロピレン
●JANコード: 104299

プルー ソルト＆ペッパーポット S

●サイズ:60φ×130H㎜
●重量:33g
●容量:180㎖
●入数:180(10×8)
●材質:本体･キャップ/ポリエチレン
 フタ/ポリプロピレン
●JANコード:ナチュラル 543395
  イエロー 543333
  ブルー 543364

プルー ドレッシングキーパー S

手作りのドレッシングの保存に便利。そのま
まテーブルに出してもＯＫ！

ステーキに欠かせない塩・こしょうは、プロ仕
様の大きめのサイズです。

液ダレしにくいS字型ノズル付き。手作りソー
スを入れるのに最適です。

ツルは取り出しが出来るので、使用頻度に
よって使い分けが出来ます。

炒め物など、調理の途中で油を加える作業も
ワンプッシュ。

べとつきにくく、洗剤で洗うだけで油汚れも
さっと落ちます。

液だれしにくいステンレスノズルなので、キッ
チンでもダイニングでも使えます。

ドレッシングの容器として、食卓にもそのまま
出せるかわいいデザイン。

炒め物など調理の途中で油を足す……。
そんな時にとても便利‼

●サイズ:61φ×203H㎜
●重量:45g ●容量:400㎖ ●入数:120(10×12)
●材質:本体･キャップ/ポリエチレン
 フタ/ポリプロピレン
●JANコード: ブラック 542343
  レッド 542312
  ホワイト 542329

ママクラブ ＭＣ-35

●サイズ:45φ×109H㎜
●重量:15g ●容量:100㎖ ●入数:200(20×10)
●材質:本体･キャップ/ポリエチレン
 フタ/ポリプロピレン
●JANコード: ブラック 542640
  レッド 542619
  ホワイト 542626

ママクラブ ＭＣ-18
●サイズ:210×80×50H㎜
●重量:145g　●入数:90(10×9)
●材質:本体/AS樹脂
 フレーム/スチール
●JANコード: ブラック 542244
  レッド 542213
  ホワイト 542220

ママクラブスタンド3

●サイズ:61φ×167H㎜
●重量:37g ●容量:300㎖ ●入数:150(10×15)
●材質:本体･キャップ/ポリエチレン
 フタ/ポリプロピレン
●JANコード: ブラック 542442
  レッド 542411
  ホワイト 542428

ママクラブ ＭＣ-30
●サイズ:61φ×124H㎜
●重量:31g ●容量:180㎖ ●入数:180(10×18)
●材質:本体･キャップ/ポリエチレン
 フタ/ポリプロピレン
●JANコード: ブラック 542541
  レッド 542510
  ホワイト 542527

ママクラブ ＭＣ-25

■メーカーコード：4904776

意匠登録第1064553号 意匠登録第1256207号

意匠登録第961392号

プルー ディスペンサー
PROO DISPENSER

プルー ドレッシングキーパー
PROO DRESSING KEEPER

プルー ヘルシーオイルボトル
PROO HEALTHY OIL BOTTLE

ママクラブ
MAMA CLUB

ママクラブスタンド3
MAMA CLUB STAND 3

プルービストロシリーズ プルービストロシリーズ

プルー ソルト＆ペッパーポット
PROO SALT & PEPPER POT

プルービストロシリーズ

プルービストロシリーズ

プロも納得の使いやすさに注目。
あわただしいお料理タイムを
スマートにサポートする
キュートなボディが人気のシリーズです。

This adorable series will 
help make even your 
busiest days in the 
kitchen more e�cient.
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●サイズ:179×134×62H㎜(1P) ●包装サイズ:210×134×75H㎜
●重量:114g(2P) ●容量:800㎖ ●入数:96(24×4)
●材質:本体･フタ/ポリプロピレン
●JANコード:106309

プルー フラワーライトパック800/2P
●サイズ:154×116×53H㎜(1P) ●包装サイズ:183×116×66H㎜
●重量:81g(2P) ●容量:500㎖ ●入数:120(30×4)
●材質:本体･フタ/ポリプロピレン
●JANコード:106200

プルー フラワーライトパック500/2P

●サイズ:179×134×62H㎜(1P) ●包装サイズ:210×134×75H㎜
●重量:114g(2P) ●容量:800㎖ ●入数:96(24×4)
●材質:本体･フタ/ポリプロピレン
●JANコード:106316

クローバーパック800/2P

●サイズ:134×101×46H㎜(1P) ●包装サイズ:166×101×60H㎜
●重量:66g(2P) ●容量:320㎖ ●入数:160(40×4)
●材質:本体･フタ/ポリプロピレン
●JANコード:106118

クローバーパック320/2P

●サイズ:154×116×53H㎜(1P) ●包装サイズ:183×116×66H㎜
●重量:81g(2P) ●容量:500㎖ ●入数:120(30×4)
●材質:本体･フタ/ポリプロピレン
●JANコード:106217

クローバーパック500/2P

●JANコード:106330
抗菌フラワーライトパック800/2Ｐ

●JANコード:106231
抗菌フラワーライトパック500/2Ｐ

●サイズ:134×101×46H㎜(1P) ●包装サイズ:166×101×60H㎜
●重量:66g(2P) ●容量:320㎖ ●入数:160(40×4)
●材質:本体･フタ/ポリプロピレン
●JANコード:106101

プルー フラワーライトパック320/2Ｐ

●JANコード:106132
抗菌フラワーライトパック320/2Ｐ

●サイズ:110φ×54H㎜(1P)
●包装サイズ:110φ×105H㎜
●BOXサイズ:343×235×340H㎜
●重量:141g(5P)
●容量:250㎖
●入数:72(18×4)
●材質:本体･フタ/ポリプロピレン
●JANコード:106750

ライトパックごはん用　250/5Ｐ
●サイズ:110φ×54H㎜(1P)
●包装サイズ:110φ×80H㎜
●BOXサイズ:346×340×330H㎜
●重量:91g(3P)
●容量:250㎖
●入数:144(36×4)
●材質:本体･フタ/ポリプロピレン
●JANコード:106552

ライトパックごはん用　250/3Ｐ

●サイズ:179×134×62H㎜
●包装サイズ:179×136×90H㎜
●BOXサイズ:414×361×283H㎜
●重量:185g(3P)
●容量:800㎖
●入数:72(18×4)
●材質:本体･フタ/ポリプロピレン
●JANコード:106354

ライトパックⅡ　800/3Ｐ
●サイズ:198×150×62H㎜
●包装サイズ:198×152×73H㎜
●BOXサイズ:462×398×241H㎜
●重量:165g(2P)
●容量:1100㎖
●入数:72(18×4)
●材質:本体･フタ/ポリプロピレン
●JANコード:106057

ライトパックⅡ　1100/2Ｐ

●サイズ:129×99×46H㎜
●包装サイズ:129×101×95H㎜
●BOXサイズ:311×269×305H㎜
●重量:173g(5P)
●容量:320㎖
●入数:72(18×4)
●材質:本体･フタ/ポリプロピレン
●JANコード:106156

ライトパックⅡ　320/5Ｐ
●サイズ:154×116×53H㎜
●包装サイズ:154×118×92H㎜
●BOXサイズ:359×311×288H㎜
●重量:178g(4P)
●容量:500㎖
●入数:72(18×4)
●材質:本体･フタ/ポリプロピレン
●JANコード:106255

ライトパックⅡ　500/4Ｐ

●本体は耐熱温度が140℃、耐冷温度が－20℃
なので、冷凍した食品を電子レンジでフタを
したまま解凍・加熱調理ができます。

●角の丸みを大きく設計。隅々まできれいに
洗えます。

●320･500サイズが800サイズの中にきちんと
収まるので､収納性が抜群です!

フタをはずさずに電子レンジ加熱できるの
で、水分が蒸発しにくく、ごはんがふっくら美
味しく仕上がります。

本体底の突起部により、熱が均等に伝わります。

＊電子レンジの機種により、効果の程度に差があります。

■メーカーコード：4904776

意匠登録第1213861号

意匠登録第1213861号

意匠登録第1213861号

プルー フラワーライトパックシリーズ
PROO FLOWER LIGHTPACK SERIES

ライトパックごはん用シリーズ
LIGHTPACK RICE PACK SERIES

ライトパックグリーンシリーズ
LIGHTPACK GREEN SERIES

クローバーパックシリーズ
CLOVER PACK SERIES

冷
凍・冷
蔵
庫
か
ら

電
子
レ
ン
ジ
ま
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し
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も
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ま

電
子
レ
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ジ
O
K
！
-20C̊ 140C̊

作りたてのおいしさをそのままに、旬の食材は新鮮なままで。
機能性にナチュラルテイストのアクセントをプラスした、

マルチに使えるとっても便利なパックです。

Store meals for later but keep the 
“freshly-made” taste. 

Handy multi-use containers that 
add style to functionality.

熱が均等に伝わる！
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●サイズ:289×193×66H㎜
●重量:251g ●容量:2ℓ ●入数:60(5×12)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:102103

リーフレット ＴＶ-51
●サイズ:253×172×57H㎜
●重量:189g ●容量:1.4ℓ ●入数:80(5×16)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:102202

リーフレット ＴＶ-52

●サイズ:183×130×61H㎜ ●重量:115g
●容量:820㎖ ●入数:120(5×24) ●材質:ポリプロピレン
●JANコード:102400

リーフレット ＴＶ-54

●サイズ:123×112×61H㎜ ●重量:69g
●容量:430㎖ ●入数:180(5×36) ●材質:ポリプロピレン
●JANコード:102608

リーフレット ＴＶ-56
●サイズ:219×150×61H㎜ ●重量:135g
●容量:1.2ℓ ●入数:90(5×18) ●材質:ポリプロピレン
●JANコード:102806

リーフレット ＴＶ-57

●サイズ:151×110×61H㎜●重量:83g ●容量:550㎖
●入数:180(5×36) ●材質:ポリプロピレン
●JANコード:102509

リーフレット ＴＶ-55

●サイズ:219×150×50H㎜
●重量:139g ●容量:860㎖ ●入数:100(5×20)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:102301

リーフレット ＴＶ-53

●サイズ:123φ×169H㎜
●重量:129g
●容量:1.5ℓ
●入数:90(10×9)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:571596

リーフツイスト ＴＸ-15Ｌ

●サイズ:90φ×118H㎜
●重量:70g
●容量:520㎖
●入数:160(10×16)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:571794

リーフツイスト ＴＸ-17Ｌ

●サイズ:123φ×86H㎜
●重量:90g
●容量:725㎖
●入数:120(10×12)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:571190

リーフツイスト ＴＸ-11Ｌ

●サイズ:90φ×60H㎜
●重量:48g
●容量:245㎖
●入数:200(10×20)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:571398

リーフツイスト ＴＸ-13Ｌ

●サイズ:106φ×153H㎜
●重量:102g
●容量:960㎖
●入数:120(10×12)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:571695

リーフツイスト ＴＸ-16Ｌ

●サイズ:74φ×96H㎜
●重量:47g
●容量:270㎖ 
●入数:200(10×20)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:571893

リーフツイスト ＴＸ-18Ｌ

●サイズ:106φ×78H㎜
●重量:66g
●容量:470㎖
●入数:160(10×16)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:571299

リーフツイスト ＴＸ-12Ｌ

●サイズ:74φ×50H㎜
●重量:33g
●容量:130㎖
●入数:250(10×25)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:571497

リーフツイスト ＴＸ-14Ｌ

●フタ・本体とも耐冷性に優れていますので、
材料やお料理の残りものなど保存するのに
も最適です。

●冷蔵庫から直接フタをしたまま電子レンジ
で加熱できますから、ラップがけの手間・ム
ダも省け、スピーディーで経済的です。

●ポンと開く、パチンと閉まる、ワンタッチタイ
プです。本体が熱いときにでも片手でＯＫ！

■メーカーコード：4904776

●JANコード:105418
抗菌リーフレット ＴＶ-54K

●JANコード:105616
抗菌リーフレット ＴＶ-56K

●JANコード:105715
抗菌リーフレット ＴＶ-57K

●JANコード:105517
抗菌リーフレット ＴＶ-55K

リーフレット
LEAFLET

リーフツイスト
LEAFLET TWIST

冷
凍・冷
蔵
庫
か
ら

電
子
レ
ン
ジ
ま
で…

し
か
も

フ
タ
を
し
た
ま
ま

電
子
レ
ン
ジ
O
K
！
-20C̊ 140C̊

Combine your daily kitchen 
routine with your favorite 

colors and designs.
毎日使うキッチン小物だからこそ、

大好きなカラーやデザインでまとめたい。
お気に入りのグッズでキッチンタイムを

もっと楽しく演出します。
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●サイズ:121×98×45H㎜
●重量:81g ●容量:380㎖ ●入数:180(5×36)
●材質:本体/ポリカーボネート
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:072192

プルーアルファＰＲ‐380

●サイズ:158×141×70H㎜
●重量:167g ●容量:1.2ℓ ●入数:90(5×18)
●材質:本体/ポリカーボネート
 フタ/ポリエチレン
●JANコード: 072390

プルーアルファＰＲ‐1200

●サイズ:104×103×60H㎜
●重量:80g ●容量:460㎖ ●入数:180(5×36)
●材質:本体/ポリカーボネート
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:072598

プルーアルファＰＲ‐460

●サイズ:83×65×35H㎜
●重量:40g ●容量:110㎖ ●入数:240(5×48)
●材質:本体/ポリカーボネート
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:072895

プルーアルファＰＲ‐110

●サイズ:138×121×55H㎜
●重量:119g ●容量:680㎖ ●入数:120(5×24)
●材質:本体/ポリカーボネート
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:072291

プルーアルファＰＲ‐680

●サイズ:83×82×49H㎜
●重量:52g ●容量:220㎖ ●入数:240(5×48)
●材質:本体/ポリカーボネート
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:072499

プルーアルファＰＲ‐220

●サイズ:213×155×60H㎜
●重量:271g ●容量:1.6ℓ ●入数:80(5×16)
●材質:本体/ポリカーボネート
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:072994

プルーアルファＰＲ‐1600
●サイズ:213×155×89H㎜
●重量:256g ●容量:2.4ℓ ●入数:50(5×10)
●材質:本体/ポリカーボネート
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:073090

プルーアルファＰＲ‐2400

●サイズ:122×121×70H㎜
●重量:113g ●容量:760㎖ ●入数:120(5×24)
●材質:本体/ポリカーボネート
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:072697

プルーアルファＰＲ‐760

●サイズ:177×127×49H㎜
●重量:143g ●容量:800㎖ ●入数:100(5×20)
●材質:本体/ポリカーボネート
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:072796

プルーアルファＰＲ‐800

●サイズ:325×216×80H㎜
●重量:333g
●容量:2.5ℓ
●入数:36(6×6)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:117299

システムパック ＴＶ-11

●サイズ:214×140×50H㎜
●重量:118g
●容量:580㎖
●入数:90(10×9)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:117497

システムパック ＴＶ-13
●サイズ:270×175×65H㎜
●重量:224g
●容量:1.3ℓ
●入数:60(5×12)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:117398

システムパック ＴＶ-12

●本体・フタ共に耐熱温度が140℃、耐冷温度が－20℃なので、冷凍した食品を電子レンジでフ
タをしたまま解凍・加熱調理ができます。
●耐冷性能に優れ、フリーザーにもそのまま収納。ホームフリージングが簡単に楽しめます。

冷蔵庫の引き出し式スペースにもきれいに収まります。

しっかり密封。角が丸いので隅々まできれいに洗えます。

●本体は耐熱温度が140℃、耐冷温度が－30℃なので、
冷凍した食品を電子レンジでフタを外して解凍・加熱
調理ができます。
●ガラスのように透明感が高く、しかもキズつきにくく
割れにくい樹脂です。

●整理整頓のしやすいスクエアフォルム。中身が一目
でわかる透明素材なので、冷蔵庫から取り出すとき
にも便利です。
●耐冷機能に優れ、フリーザーにもそのまま収納。ホー
ムフリージングが簡単に楽しめます。

■メーカーコード：4904776

プルーアルファ ストックウェアー
PROO ALFA STOCK WARE

システムパック
SYSTEM PACK 冷凍・冷蔵庫から電子レンジまで…

キッチンで大活躍!!

-20C̊ 140C̊

冷凍・冷蔵庫から
電子レンジまで…
キッチンで大活躍!!

フタを外して電子レンジできます

-30C̊ 140C̊本体

-30C̊ フタ 70C̊

Simple but unique and convenient containers for daily use.
Store anything and everything with freedom and ease.

シンプルだけど、個性が光る。
使い勝手抜群のデイリータイプのパックシリーズ。
自由な発想でいろんな物をパッキングしてみませんか。
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■メーカーコード：4904776

●サイズ:183×130×61H㎜
●重量:115g
●容量:820㎖
●入数:120(5×24)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:105425

スウィート・ストロベリー ＴＶ-54Ｓ

●サイズ:151×110×61H㎜
●重量:83g
●容量:550㎖
●入数:180(5×36)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:105524

スウィート・ストロベリー ＴＶ-55Ｓ

●サイズ:123×112×61H㎜
●重量:69g
●容量:430㎖
●入数:180(5×36)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:105623

スウィート・ストロベリー ＴＶ-56Ｓ

●サイズ:219×150×61H㎜
●重量:135g
●容量:1.2ℓ
●入数:90(5×18)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:105722

スウィート・ストロベリー ＴＶ-57Ｓ

●フタ・本体とも耐冷性に優れていますので、
材料やお料理の残りものなどを保存するの
に最適です。

●冷蔵庫から直接フタをしたまま電子レンジ
で加熱できますから、ラップがけの手間・ム
ダも省け、スピーディーで経済的です。

●ポンと開く、パチンと閉まる、ワンタッチタイ
プです。本体が熱いときにでも片手でＯＫ！

-20C̊ 140C̊

スウィート・ストロベリー
SWEET STRAWBERRY

冷
凍・冷
蔵
庫
か
ら

電
子
レ
ン
ジ
ま
で…

し
か
も

フ
タ
を
し
た
ま
ま

電
子
レ
ン
ジ
O
K
！Add a friendly splash of color to your kitchen.

Ordinary daily-use items,
revitalized with a cute design featuring fresh strawberries.
いつも見慣れたキッチン風景を優しく彩ってくれる。
普段使いの小物たちにかわいい表情をつけました。
フレッシュでみずみずしいイチゴ柄が目印です。
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■メーカーコード：4904776

●サイズ:135φ×90H㎜
●重量:109g
●容量:725㎖
●入数:120(10×12)
●材質:ポリプロピレン
 パッキン/シリコン樹脂
●JANコード:511196

フリップトップ 720
●サイズ:120φ×82H㎜
●重量:84g
●容量:470㎖
●入数:160(10×16)
●材質:ポリプロピレン
 パッキン/シリコン樹脂
●JANコード:511295

フリップトップ 470
●サイズ:103φ×65H㎜
●重量:60g
●容量:245㎖
●入数:200(10×20)
●材質:ポリプロピレン
 パッキン/シリコン樹脂
●JANコード:511394

フリップトップ 240
●サイズ:88φ×54H㎜
●重量:42g
●容量:130㎖
●入数:250(10×25)
●材質:ポリプロピレン
 パッキン/シリコン樹脂
●JANコード:511493

フリップトップ 130

●サイズ:135φ×175H㎜
●重量:157g
●容量:1.5ℓ
●入数:90(10×9)
●材質:ポリプロピレン
 パッキン/シリコン樹脂
●JANコード:511592

フリップトップ 1480
●サイズ:120φ×158H㎜
●重量:119g
●容量:960㎖
●入数:120(10×12)
●材質:ポリプロピレン
 パッキン/シリコン樹脂
●JANコード:511691

フリップトップ 950
●サイズ:103φ×124H㎜
●重量:84g
●容量:520㎖
●入数:160(10×16)
●材質:ポリプロピレン
 パッキン/シリコン樹脂
●JANコード:511790

フリップトップ 520
●サイズ:88φ×102H㎜
●重量:53g
●容量:270㎖
●入数:200(10×20)
●材質:ポリプロピレン
 パッキン/シリコン樹脂
●JANコード:511899

フリップトップ 270

●マカロニ・ペンネなどのパスタや、乾物の珍味やお菓子を
入れておいても湿気から守ります。

●パッキン付のフタなので、密封性が高くパン粉や小麦粉
などの湿気を嫌う食品の保存に適しています。

フリップトップ
FLIP TOP

パッキン付のフタなので、
密封性が高く
粉物や乾物などの

湿気を嫌う食品の保存に
適しています。

Easy-open easy-close lid,
sealing in contents to protect against humidity.

Full range of sizes.
Your newest helper for kitchen organization.

簡単に開け閉めできて、湿気からしっかり保存。
サイズバリエーションも充実。

いつも忙しいキッチンの新しい仲間です。
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●サイズ:123φ×165×187H㎜
●重量:184g
●容量:1.5ℓ
●入数:80(5×16)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:561511

ツイストパック2ハンディ ＴＸ‐15Ｈ
●サイズ:106φ×143×170H㎜
●重量:139g
●容量:960㎖
●入数:90(5×18)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:561610

ツイストパック2ハンディ ＴＸ‐16Ｈ
●サイズ:123φ×165×104H㎜
●重量:145g
●容量:725㎖
●入数:90(5×18)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:561115

ツイストパック2ハンディ ＴＸ‐11Ｈ
●サイズ:106φ×143×93H㎜
●重量:103g
●容量:470㎖
●入数:120(5×24)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:561214

ツイストパック2ハンディ ＴＸ‐12Ｈ

●サイズ:123φ×86H㎜
●重量:90g
●容量:725㎖
●入数:120(10×12)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:561191

ツイストパック2 ＴＸ‐11
●サイズ:106φ×78H㎜
●重量:66g
●容量:470㎖
●入数:160(10×16)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:561290

ツイストパック2 ＴＸ‐12
●サイズ:90φ×60H㎜
●重量:48g
●容量:245㎖
●入数:200(10×20)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:561399

ツイストパック2 ＴＸ‐13
●サイズ:74φ×50H㎜
●重量:33g
●容量:130㎖
●入数:250(10×25)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:561498

ツイストパック2 ＴＸ‐14
●サイズ:123φ×169H㎜
●重量:129g
●容量:1.5ℓ
●入数:90(10×9)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:561597

ツイストパック2 ＴＸ‐15
●サイズ:106φ×153H㎜
●重量:102g
●容量:960㎖
●入数:120(10×12)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:561696

ツイストパック2 ＴＸ‐16
●サイズ:90φ×118H㎜
●重量:70g
●容量:520㎖
●入数:160(10×16)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:561795

ツイストパック2 ＴＸ‐17
●サイズ:74φ×96H㎜
●重量:47g
●容量:270㎖
●入数:200(10×20)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:561894

ツイストパック2 ＴＸ‐18

■メーカーコード：4904776

●サイズ:188φ×122H㎜
●重量:245g ●容量:2.5ℓ
●入数:60(5×12)
●材質:本体/ポリプロピレン
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:592168

スナップパックブルー 2400
●サイズ:168φ×103H㎜
●重量:192g ●容量:1.6ℓ
●入数:75(5×15)
●材質:本体/ポリプロピレン
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:592263

スナップパックブルー 1550
●サイズ:148φ×85H㎜
●重量:142g ●容量:990㎖
●入数:90(6×15)
●材質:本体/ポリプロピレン
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:592362

スナップパックブルー 950

●開けるときは、フタの中心を押さえながら“ふち”を持ち上げるだけ。また閉
めるときはフタの中心をひと押しすればパチンと閉まる、使い心地の良いワ
ンタッチ開閉式のフタです。

●フタを閉めれば密閉性が得られ、汁物・臭い物をガッチリ保存。湿気や酸化を
嫌う食品保存にも適しています。

フタを閉めるときは

パチンと閉まります
中心を強く押すと

●サイズ:188φ×215H㎜
●重量:357g ●容量:4.5ℓ
●入数:36(3×12)
●材質:本体/ポリプロピレン
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:593161

スナップパックブルー 4450
●サイズ:168φ×195H㎜
●重量:282g●容量:3.2ℓ
●入数:45(3×15)
●材質:本体/ポリプロピレン
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:593260

スナップパックブルー 3150
●サイズ:148φ×176H㎜
●重量:221g ●容量:2.2ℓ
●入数:60(4×15)
●材質:本体/ポリプロピレン
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:593369

スナップパックブルー 2150

ツイストパック2
TWIST PACK 2

ツイストパック2ハンディ
TWIST PACK 2 HANDY

スナップパック ブルー
密閉性・ワンタッチ開閉が魅力

スナップパックブルー
SNAP PACK BLUE

朝、昼、夜と何かと忙しいクッキングタイム。
もっと便利に、もっと使いやすく、をカタチにしました。
欲しかったジャストサイズをご用意しました。

Be it morning,
afternoon or evening, kitchens 

can be busy, active places.
Make it a little more convenient 

and user-friendly, with items 
sized perfectly to �t.



STOCKWARE STOCKWARE

17 18

●サイズ:123φ×169H㎜
●重量:129g ●容量:1.5ℓ ●入数:90(10×9)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:581595

フレンチ ツイストパック ＴＸ‐15Ｆ
●サイズ:106φ×153H㎜
●重量:102g ●容量:960㎖ ●入数:120(10×12)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:581694

フレンチ ツイストパック ＴＸ‐16Ｆ
●サイズ:90φ×118H㎜
●重量:70g ●容量:520㎖ ●入数:160(10×16)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:581793

フレンチ ツイストパック ＴＸ‐17Ｆ

●サイズ:123φ×86H㎜
●重量:90g ●容量:725㎖ ●入数:120(10×12)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:581199

フレンチ ツイストパック ＴＸ‐11Ｆ
●サイズ:106φ×78H㎜
●重量:66g ●容量:470㎖ ●入数:160(10×16)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:581298

フレンチ ツイストパック ＴＸ‐12Ｆ

●サイズ:123φ×165×187H㎜
●重量:184g ●容量:1.5ℓ ●入数:80(5×16)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:580598

フレンチツイストパックハンディ ＴＸ‐15ＨＦ
●サイズ:106φ×143×170H㎜
●重量:139g ●容量:960㎖ ●入数:90(5×18)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:580697

フレンチツイストパックハンディ ＴＸ‐16ＨＦ

●サイズ:123φ×165×104H㎜
●重量:145g ●容量:725㎖ ●入数:90(5×18)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:580192

フレンチツイストパックハンディ ＴＸ‐11ＨＦ
●サイズ:106φ×143×93H㎜
●重量:103g ●容量:470㎖ ●入数:120(5×24)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:580291

フレンチツイストパックハンディ ＴＸ‐12ＨＦ

●サイズ:74φ×50H㎜
●重量:33g ●容量:130㎖ ●入数:250(10×25)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:581496

フレンチ ツイストパック ＴＸ‐14Ｆ
●サイズ:90φ×60H㎜
●重量:48g ●容量:245㎖ ●入数:200(10×20)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:581397

フレンチ ツイストパック ＴＸ‐13Ｆ

●サイズ:74φ×96H㎜
●重量:47g ●容量:270㎖ ●入数:200(10×20)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:581892

フレンチ ツイストパック ＴＸ‐18Ｆ

■メーカーコード：4904776

●固形スープやかつお節パックなどの乾物を
入れておくのに便利です。

●冷蔵庫から直接フタをしたまま電子レンジ
で加熱できますから、ラップがけの手間・ム
ダも省け、スピーディーで経済的です。

フレンチツイストパック
FRENCH TWIST PACK

フレンチツイストパックハンディ
FRENCH TWIST PACK HANDY

フタをしたままレンジで使えるアイテムは、環境にやさしく、時間の節約にもぴったりです。
用途とスペースに合わせてセレクトしてください。

Microwave-safe, even with the lid.
Eco-friendly, time-saving items.

Pick and choose the perfect size,dependent on function and space.
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●サイズ:105φ×290H㎜
●重量:309g
●容量:1.6ℓ
●入数:40(5×8)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:520990

プルーアクリルキャニスター　ＳＷ-Ｃ1650

●サイズ:123φ×165H㎜
●重量:278g
●容量:1.3ℓ
●入数:45(5×9)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:521195

プルーアクリルキャニスター ＳＷ‐Ｄ1300

●サイズ:123φ×120H㎜
●重量:220g
●容量:890㎖
●入数:60(5×12)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:521096

プルーアクリルキャニスター ＳＷ‐Ｄ890

●サイズ:105φ×165H㎜
●重量:225g
●容量:900㎖
●入数:60(5×12)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:520891

プルーアクリルキャニスター ＳＷ‐Ｃ900
●サイズ:123φ×215H㎜
●重量:331g
●容量:1.7ℓ
●入数:40(5×8)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:521294

プルーアクリルキャニスター ＳＷ‐Ｄ1750

●サイズ:105φ×120H㎜
●重量:180g
●容量:620㎖
●入数:80(5×16)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:520792

プルーアクリルキャニスター ＳＷ‐Ｃ620

●サイズ:105φ×90H㎜
●重量:145g
●容量:430㎖
●入数:100(5×20)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:520693

プルーアクリルキャニスター ＳＷ‐Ｃ430

●サイズ:85φ×120H㎜
●重量:132g
●容量:380㎖
●入数:100(5×20)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:520594

プルーアクリルキャニスター ＳＷ‐Ｂ380

●サイズ:85φ×90H㎜
●重量:106g
●容量:260㎖
●入数:120(5×24)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:520495

プルーアクリルキャニスター ＳＷ‐Ｂ260

●サイズ:85φ×60H㎜
●重量:82g
●容量:150㎖
●入数:150(5×30)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:520396

プルーアクリルキャニスター ＳＷ‐Ｂ150
●サイズ:65φ×60H㎜
●重量:57g
●容量:80㎖
●入数:200(5×40)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:520198

プルーアクリルキャニスター ＳＷ‐Ａ80
●サイズ:65φ×120H㎜
●重量:93g
●容量:190㎖
●入数:150(5×30)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:520297

プルーアクリルキャニスター ＳＷ‐Ａ190

■メーカーコード：4904776

積み重ねができ、冷蔵庫にもコンパクトに収納できます。

フタのフリッパーを押さえると簡単にフタが開き、閉じるときも
ワンタッチでロックします。フタのシリコーンシールにより、乾燥・
湿気から内容物を守り、風味を逃がしません。

意匠登録第1060455号プルー アクリルキャニスター
PROO ACRYLIC CANISTER

透明感いっぱいのガラスのようなキャニスター。
いろんな食材を入れて、キッチンに並べてみませんか。
思わず人に見せたくなる、とっておきのアイテムです。

Canisters with a pristine, glass-like �nish.
Perfect for a range of ingredients,

these line-up smartly on the kitchen shelf.
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EASY OPEN
SNAP-LOCK LID

EXTRA WIDE MOURH

STAIN AND
ODOR RESISTANT

PATENTED FRESHNESS SEAL

SUPERIOR OXYGEN BARRIER

SHATTERPROOF FLEXIGLASS®

ワンタッチ開閉の
スナップロック方式

ツーウェイ１体型の
パッキン（PAT）

風味を逃がさず、湿気を
シャットアウトする高気密性

本体には新素材
フレキシグラス®を採用

耐衝撃性をアップ

中身の出し入れが
しやすい大口径

汚れにくく、臭いの
つきにくい素材採用

高い気密性で食品の風味をキープします。
また果実酒などの液体保存にも最適です。

　　　　　　　は、世界で展開される密封保存容器のトップブ
ランドです。日本では　　　　　が、総輸入・製造・販売の権利を
保有し、皆様にお届けいたします。

●サイズ:126×151×272H㎜
●BOXサイズ:440×382×282H㎜
●重量:297g
●容量:4.0ℓ
●入数:36(9×4)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/エラストマー樹脂
●JANコード:510427

スナップウェア 角型Ｌ
●サイズ:123×140×215H㎜
●BOXサイズ:440×382×435H㎜
●重量:215g
●容量:2.7ℓ
●入数:72(18×4)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/エラストマー樹脂
●JANコード:510526

スナップウェア 角型Ｍ
●サイズ:96×106×155H㎜
●BOXサイズ:450×403×315H㎜
●重量:140g
●容量:1.1ℓ
●入数:128(32×4)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/エラストマー樹脂
●JANコード:510625

スナップウェア 角型Ｓ

●サイズ:163φ×261H㎜
●BOXサイズ:510×510×273H㎜
●重量:300g
●容量:4.2ℓ
●入数:36(9×4)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/エラストマー樹脂
●JANコード:510120

スナップウェア 丸型Ｌ
●サイズ:135φ×215H㎜
●BOXサイズ:413×413×427H㎜
●重量:218g
●容量:2.4ℓ
●入数:72(18×4)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/エラストマー樹脂
●JANコード:510229

スナップウェア 丸型Ｍ
●サイズ:108φ×155H㎜
●BOXサイズ:435×435×305H㎜
●重量:145g
●容量:1.0ℓ
●入数:128(32×4)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/エラストマー樹脂
●JANコード:510328

スナップウェア 丸型Ｓ　

●サイズ:68×80×147H㎜
●BOXサイズ:415×310×155H㎜
●重量:72g
●容量:500㎖
●入数:144(24×6)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/エラストマー樹脂
●JANコード:510724

スナップウェア 角型500
●サイズ:68×80×107H㎜
●BOXサイズ:415×310×115H㎜
●重量:72g
●容量:300㎖
●入数:144(24×6)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/エラストマー樹脂
●JANコード:510823

スナップウェア 角型300

■メーカーコード：4904776

スナップウェア
SNAPWARE

使いやすさと機能性を重視した世界のトップブランド。
おいしさを逃がさない高い機密性ながら開閉はワンタッチでOK。

清潔さがキープでき、軽くて割れにくい素材も自慢です。

A worldwide leading brand in
user-friendly functional

storage containers.
Superb air-tight design complete 

with easy-open, snap-lock lid.



STOCKWARE STOCKWARE

23 24

●サイズ:406×246×225H㎜
●重量:901g(計量カップ･防虫剤込み)
●容量:14ℓ
●入数:16
●材質:フタ･本体･防虫剤ケース/ポリプロピレン
 防虫剤主成分/植物性100%
 (ニンニク･トウガラシ･シソ･タケ)
●JANコード:010460

抗菌お米やさん10㎏ 米びつ先生付
[計量カップ(180㏄)付] ●サイズ:170×104×274H㎜

●BOXサイズ:360×430×288H㎜
●重量:230g 
●容量:2.5ℓ 
●入数:48(8×6)
●材質:本体･キャップ/ポリプロピレン
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:010057

お米やさんライスポケット2..0

●サイズ:280×375×125H㎜
●重量:645g ●容量:7.8ℓ
●入数:12
●材質:本体･計量カップ/ポリプロピレン
 本体レール/ABS樹脂 
 フタ/スチロール樹脂
●JANコード:010484

抗菌お米やさんスライド5㎏

●サイズ:80×60×14H㎜
●BOXサイズ:268×103×138H㎜
●包装:102×25×135H㎜
●重量:26g
●入数:100(10×10)
●材質:ケース/ポリプロピレン
 防虫剤主成分/植物性100%
 (ニンニク･トウガラシ･シソ･タケ)
●JANコード:010477

米びつ先生 お米やさん専用ＢＯＸタイプ

●サイズ:295×222×190H㎜
●重量:572g(計量カップ･防虫剤込み)
●容量:7.7ℓ
●入数:24
●材質:フタ･本体･防虫剤ケース/ポリプロピレン
 防虫剤主成分/植物性100%
 (ニンニク･トウガラシ･シソ･タケ)
●JANコード:010453

抗菌お米やさん5㎏ 米びつ先生付
[計量カップ(180㏄)付]

抗菌お米やさん10㎏
[計量カップ(180㏄)付]

抗菌お米やさん5㎏
[計量カップ(180㏄)付]

●サイズ:406×246×225H㎜
●重量:851g(計量カップ込み)
●容量:14ℓ ●入数:15 ●材質:ポリプロピレン
●JANコード:010446

●サイズ:295×222×190H㎜
●重量:522g(計量カップ込み)
●容量:7.7ℓ ●入数:24 ●材質:ポリプロピレン
●JANコード:010439

■メーカーコード：4904776

防虫剤の効果でお米につく四大害虫か
らしっかり守ります。小物ポケット、後部
には便利なミニキャスター付。

小物ポケットには、炊飯の時に入れる備
長炭などを入れておけます。

フタは便利な計量カップに
なっています。

冷蔵庫のドアポケットに
すっきり収納。

冷蔵庫の引き出しにも入
るコンパクトサイズ。麦茶
や小麦粉などお米以外の
食材の収納にも。

小物ポケットには、炊飯の時に入れる備
長炭などを入れておけます。

システムキッチンのスライド引き出し専用に開発した米びつ
です。ほとんどのスライド引き出しにぴったり収まります。

意匠登録第954852号お米やさんシリーズ
OKOMEYA-SAN SERIES

みんなが大好きな、食卓で湯気を上げるつやつやのホカホカご飯。できることなら、おいしいお米はおいしいままに炊き上げたい。
だからこそ、風味をしっかりキープできるケースがあればいいと思いませんか。

When you buy quality rice, you want to keep it fresh.Storing rice properly in a 
container that locks in the freshness and �avor is essential.
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●サイズ:200×156×47H㎜
●包装サイズ:245×160×48H㎜
●重量:195g(中仕切込み)
●容量:800㎖
●入数:72(24×3)
●材質:本体･中仕切/ポリプロピレン
 フタ/AS樹脂
 留め具/ABS樹脂
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:ホワイト 072321
  ブルー 072369

プルータイトランチ LB‐800

●サイズ:164×83×88H㎜
●包装サイズ:215×103×88H㎜
●重量:205g(中仕切･巾着･ベルト込み)
●容量:上段/260㎖ 下段/320㎖ ●入数:60(10×6)
●材質:本体･中仕切･中フタ/ポリプロピレン
 上フタ/ＡＢＳ樹脂
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:147692

リーフシエスタ小判型
●サイズ:147×83×88H㎜
●包装サイズ:205×108×88H㎜
●重量:208g(中仕切･巾着･ベルト込み)
●容量:上段/260㎖ 下段/320㎖ ●入数:60(10×6)
●材質:本体･中仕切･中フタ/ポリプロピレン
 上フタ/ＡＢＳ樹脂
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:147791

リーフアトリエ角型

●サイズ:182×143×47H㎜
●包装サイズ:223×150×48H㎜
●重量:175g(中仕切込み)
●容量:650㎖
●入数:72(24×3)
●材質:本体･中仕切/ポリプロピレン
 フタ/AS樹脂
 留め具/ABS樹脂
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:ホワイト 072222
  ブルー 072260

プルータイトランチ LB‐650

●サイズ:163×129×47H㎜
●包装サイズ:205×135×48H㎜
●重量:150g(中仕切込み)
●容量:500㎖
●入数:72(24×3)
●材質:本体･中仕切/ポリプロピレン
 フタ/AS樹脂
 留め具/ABS樹脂
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:ホワイト 072123
  ブルー 072161

プルータイトランチ LB‐500

■メーカーコード：4904776

●サイズ:116×102×47Hm
●包装サイズ:154×106×48H㎜
●重量:85g
●容量:250㎖
●入数:96(24×4)
●材質:本体/ポリプロピレン
 フタ/AS樹脂
 留め具/ABS樹脂
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:072529

プルータイトランチ LB‐250
●サイズ:106×92×47Hm
●包装サイズ:144×96×48H㎜
●重量:67g
●容量:180㎖
●入数:144(24×6)
●材質:本体/ポリプロピレン
 フタ/AS樹脂
 留め具/ABS樹脂
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:072420

プルータイトランチ LB‐180

●サイズ:109×80×90H㎜
●重量:64g
●容量:260㎖
●入数:120(10×12)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:104107

リーフマグカップ
●サイズ:190×29×14H㎜
 (箸の長さ180㎜)
●包装サイズ:234×64×15H㎜
●重量:35g
●入数:240(10×24)
●材質:本体･フタ/ABS樹脂
 サポート/ポリプロピレン
 はし/天然木･アクリル塗装
●JANコード:104114

リーフはし箱セット

フタを外して電子レンジできます

本体はフタを外せば電子レンジで解凍・加熱調理ができます。

中仕切りは、盛り付ける内容物に合わせて移動できます。

両サイドロックと中空シリコンパッキンの採用により、優れた
密封性を実現。またパッキン取り出し口付で、交換・お手入れ
が簡単です。

●サイズ:262×162×155H㎜
●重量:645g
●入数:24
●材質:本体･トレー･取っ手/ポリプロピレン
 フタ･ベルト/ポリエチレン
●JANコード:569104

フレンズランチ2段セット
●サイズ:262×162×214H㎜
●重量:842g
●入数:16
●材質:本体･トレー･取っ手/ポリプロピレン
 フタ･ベルト/ポリエチレン
●JANコード:569203

フレンズランチ3段セット

プルータイトランチ
PROO TIGHT LUNCH

リーフランチボックスシリーズ
LEAFLET LUNCH BOX SERIES

リーフマグカップ
LEAF MUG CUP

フレンズランチシリーズ
FRIENDS LUNCH SERIES

リーフはし箱セット
LEAF CHOPSTICK AND CHOPSTICK CASE

冷凍・冷蔵庫から
電子レンジまで…
キッチンで大活躍!!

-30C̊ 140C̊本体

-30C̊ フタ 70C̊



LUNCH BOX LUNCH BOX

27 28

●サイズ:200×156×47H㎜
●包装サイズ:245×160×48H㎜
●重量:195g(中仕切込み)
●容量:800㎖
●入数:72(24×3)
●材質:本体･中仕切/ポリプロピレン
 フタ/ＡＳ樹脂
 留め具/ＡＢＳ樹脂
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:103315

■メーカーコード：4904776

フタを外して電子レンジできます

本体はフタを外せば電子レンジで解凍・加熱調理ができます。

本体はフタを外せば電子レンジで解凍・加熱調理ができます。

中子は、盛り付ける内容物に合わせて移動できます。

両サイドロックと中空シリコンパッキンの採用により、優れた
密封性を実現。またパッキン取り出し口付で、交換・お手入れ
が簡単です。

中仕切りは、盛り付ける内容物に合わせて移動できます。

両サイドロックと中空シリコンパッキンの採用により、優れた
密封性を実現。またパッキン取り出し口付で、交換・お手入れ
が簡単です。

リーフレットタイトランチ［中仕切付］
LB‐800/Ｔ

●サイズ:182×143×47H㎜
●包装サイズ:223×150×48H㎜
●重量:175g(中仕切込み)
●容量:650㎖
●入数:72(24×3)
●材質:本体･中仕切/ポリプロピレン
 フタ/ＡＳ樹脂
 留め具/ＡＢＳ樹脂
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:103216

リーフレットタイトランチ［中仕切付］
LB‐650/Ｔ

●サイズ:163×129×47H㎜
●包装サイズ:205×135×48H㎜
●重量:150g(中仕切込み)
●容量:500㎖
●入数:72(24×3)
●材質:本体･中仕切/ポリプロピレン
 フタ/ＡＳ樹脂
 留め具/ＡＢＳ樹脂
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:103117

リーフレットタイトランチ［中仕切付］
LB‐500/Ｔ

●サイズ:182×143×47H㎜
●巾着サイズ:310×125×167H㎜
●包装サイズ:223×150×62H㎜
●重量:200g(中仕切り込み･巾着込み)
●容量:650㎖
●入数:60(20×3)
●材質:本体･中仕切り/ポリプロピレン
 フタ/AS樹脂
 留め具/ABS樹脂
 パッキン/シリコンゴム
 巾着/綿100%
●JANコード:103209

リーフレットタイトランチ
［中仕切・巾着付］LB‐650/Ｌ

●サイズ:163×129×47H㎜
●巾着サイズ:310×125×167H㎜
●包装サイズ:205×135×62H㎜
●重量:175g(中仕切り･巾着込み)
●容量:500㎖
●入数:60(20×3)
●材質:本体･中仕切り/ポリプロピレン
 フタ/AS樹脂
 留め具/ABS樹脂
 パッキン/シリコンゴム
 巾着/綿100%
●JANコード:103100

リーフレットタイトランチ
［中仕切・巾着付］LB‐500/Ｌ

●サイズ:182×143×47H㎜
●巾着サイズ:310×125×167H㎜
●包装サイズ:223×150×62H㎜
●重量:234g(中子･巾着込み)
●容量:本体/650㎖
 中子/110㎖×2･235㎖×1
●入数:72(24×3)
●材質:本体･中子/ポリプロピレン
 フタ/ＡＳ樹脂
 留め具/ＡＢＳ樹脂
 パッキン/シリコンゴム
 巾着/綿100%
●JANコード:103605

リーフランチBOX
［中子・巾着付］LB‐650/Ｂ

●サイズ:163×129×47H㎜
●巾着サイズ:310×125×167H㎜
●包装サイズ:205×135×62H㎜
●重量:199g(中子･巾着込み)
●容量:本体/500㎖ 中子/80㎖×2･175㎖×1
●入数:72(24×3)
●材質:本体･中子/ポリプロピレン
 フタ/AS樹脂
 留め具/ABS樹脂
 パッキン/シリコンゴム
 巾着/綿100%
●JANコード:103506

リーフランチBOX
［中子・巾着付］LB‐500/Ｂ

●サイズ:116×102×47H㎜
●包装サイズ:154×106×48H㎜
●重量:85g
●容量:250㎖
●入数:96(24×4)
●材質:本体/ポリプロピレン
 フタ/ＡＳ樹脂
 留め具/ＡＢＳ樹脂
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:103810

リーフレットタイトランチ
LB‐250/Ｔ

●サイズ:106×92×47H㎜
●包装サイズ:144×96×48H㎜
●重量:67g
●容量:180㎖
●入数:144(24×6)
●材質:本体/ポリプロピレン
 フタ/ＡＳ樹脂
 留め具/ＡＢＳ樹脂
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:103711

リーフレットタイトランチ
LB‐180/Ｔ

●サイズ:137×97×80H㎜
●包装サイズ:170×101×81H㎜ ●重量:173g
●容量:上段/270㎖ 下段/230㎖ ●入数:72(24×3)
●材質:本体･中仕切り/ポリプロピレン 上フタ/ABS樹脂
 中フタ/PE 留め具/ABS樹脂 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:104213

リーフレットタイトランチ2段

リーフレットタイトランチシリーズ
LEAFLET TIGHT LUNCH SERIES

冷凍・冷蔵庫から
電子レンジまで…
キッチンで大活躍!!

-30C̊ 140C̊本体

-30C̊ フタ 70C̊
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フタを外して電子レンジできます。フタをしたまま飲むことができる
ので、保温性が高くこぼれにくい。

電子レンジでホットミルクを作ったり、冷
めたコーヒーを温め直したりできます。

本体内部に計量に便利な目盛が
付いています。

フタを外して電子レンジできます。

ブラック ブラウン オレンジ

ブラック オレンジ

ブラウン

フタをしたまま飲むことができる
ので、保温性が高くこぼれにくい。

本体内部に計量に便利な目盛が
付いています。

グレー

クリアーオレンジ

クリアーホワイト

ブルー

クリアーイエロー

クリアーブルー

●サイズ:120×96×95H㎜
●重量:87g
●容量:320㎖
●入数:120(10×12)
●材質:本体/ポリプロピレン
 フタ/ポリエチレン
●目盛り付
●JANコード:あずき 092411
  みどり 092459

プルーフタ付ツインマグ

●サイズ:109×80×90H㎜
●重量:64g
●容量:260㎖
●入数:120(10×12)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:クリアーホワイト 092121
  クリアーブルー 092176
  クリアーオレンジ 092183
  クリアーイエロー 092138
  グレー 092190
  ブルー 092169

プルーツインコップ

●サイズ:120×96×95H㎜
●重量:87g 
●容量:320㎖
●入数:120(10×12)
●材質:本体/ポリプロピレン
 フタ/ポリエチレン
●目盛付
●JANコード:ブルー 092565
  イエロー 092534
  ピンク 092510

カラーズフタ付ツインマグ

●サイズ:φ79×154H㎜
●重量:220g ●容量:370㎖
●入数:48(8×6)
●材質:本体内側/18‒8ステンレス鋼
 本体外側/AS樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
 底フタ/ABS樹脂
 底滑り止め/EVA樹脂
●JANコード: ブラック 501692
  オレンジ 501623
  ブラウン 501685

保温・保冷アートタンブラーⅡ
●サイズ:125×88×111H㎜
●重量:210g ●容量:320㎖
●入数:48(8×6)
●材質:本体内側/18‒8ステンレス鋼
 本体外側/AS樹脂
 取っ手･フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
 底フタ/ABS樹脂 
 底滑り止め/EVA樹脂
●JANコード: ブラック 501494
  オレンジ 501425
  ブラウン 501487

保温・保冷アートマグⅡ

●サイズ:125×88×111H㎜ ●BOXサイズ:375×245×135H㎜
●重量:205g ●容量:320㎖ ●入数:48(8×6)
●材質:本体内側/18‒8ステンレス鋼
 本体外側/AS樹脂  取っ手･フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム  底フタ/ABS樹脂  底滑り止め/EVA樹脂
●JANコード: ブラック 501548
  ホワイト 501524

保温・保冷プレーンマグⅡ

●サイズ:132×106×118H㎜
●重量:311g
●容量:430㎖ ●入数:36(6×6)
●材料:本体内側/18‒8ステンレス鋼
 本体外側/AS樹脂
 取っ手･フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
 底/ABS樹脂
 底滑り止め/EVA樹脂 
●JANコード:501296

保温・保冷ワイドマグⅡ
●サイズ:121×82×109H㎜
●重量:215g
●容量:310㎖ ●入数:48(8×6)
●材質:本体内側/18‒8ステンレス鋼
 本体外側/AS樹脂
 取っ手･フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
 底/ABS樹脂
 底滑り止め/EVA樹脂
●JANコード:ナチュラル 501197
  ブルー 501166

保温・保冷WマグⅡ

プルー フタ付ツインマグ
PROO TWIN MUG WITH LID

プルー ツインコップ
PROO TWIN CUP

カラーズ フタ付ツインマグ
PROO TWIN MUG WITH LID

保温・保冷アートタンブラーⅡ
KEEP WARMTH & COLDNESS / ART TUMBLER Ⅱ

保温・保冷プレーンマグⅡ
KEEP WARMTH & COLDNESS / PLAIN MUG Ⅱ

保温・保冷アートマグⅡ
KEEP WARMTH & COLDNESS / ART MUG Ⅱ

保温・保冷WマグⅡ
KEEP WARMTH & COLDNESS / W-MUG

保温・保冷ワイドマグⅡ
KEEP WARMTH & COLDNESS / WIDE-MUG

ホットミルクも
冷めたコーヒーも
電子レンジで
温め直しできる！

-20C̊ 140C̊本体
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●サイズ:80φ×164H㎜
●重量:210g ●容量:320㎖ ●入数:60(10×6)
●材質:本体内側 フタ/ポリプロピレン
 本体外側/AS樹脂
 フラップ/ABS樹脂･エラストマー樹脂
 パッキン/シリコンゴム
 底滑り止め/クロロプレンゴム
●JANコード:ブルー 503160

●サイズ:80φ×164H㎜
●重量:210g ●容量:320㎖ ●入数:60(10×6)
●材質:本体内側 フタ/ポリプロピレン
 本体外側/AS樹脂
 フラップ/ABS樹脂･エラストマー樹脂
 パッキン/シリコンゴム
 底滑り止め/クロロプレンゴム
●JANコード:ピンク 503177

●サイズ:80φ×164H㎜
●重量:210g ●容量:320㎖ ●入数:60(10×6)
●材質:本体内側 フタ/ポリプロピレン
 本体外側/AS樹脂
 フラップ/ABS樹脂･エラストマー樹脂
 パッキン/シリコンゴム
 底滑り止め/クロロプレンゴム
●JANコード:グリーン 503153

●サイズ:80φ×164H㎜
●重量:210g ●容量:320㎖ ●入数:60(10×6)
●材質:本体内側 フタ/ポリプロピレン
 本体外側/AS樹脂
 フラップ/ABS樹脂･エラストマー樹脂
 パッキン/シリコンゴム
 底滑り止め/クロロプレンゴム
●JANコード:パープル 503191

●サイズ:80φ×164H㎜
●重量:210g ●容量:320㎖ ●入数:60(10×6)
●材質:本体内側 フタ/ポリプロピレン
 本体外側/AS樹脂
 フラップ/ABS樹脂･エラストマー樹脂
 パッキン/シリコンゴム
 底滑り止め/クロロプレンゴム
●JANコード:オレンジ 503184

D-l㏌k カラータンブラー D-l㏌k カラータンブラーD-l㏌k カラータンブラー

D-l㏌k カラータンブラー D-l㏌k カラータンブラー

●サイズ:72×82×225H㎜
●重量:150g
●容量:600㎖
●入数:60(10×6)
●材質:本体/ポリカーボネート
 フタ(内側)/ポリプロピレン
 留め具(天面)/ABS樹脂
 留め具(リング)/ポリエチレン
 底滑り止め/Ｔ㏚
 パッキン/シリコンゴム
 ベルト/ポリエステル
 フタ(底側)･底/ステンレス鋼18-8
●JANコード:ブルー 502262

D-l㏌k カラーボトル600
●サイズ:72×82×225H㎜
●重量:150g
●容量:600㎖
●入数:60(10×6)
●材質:本体/ポリカーボネート
 フタ(内側)/ポリプロピレン
 留め具(天面)/ABS樹脂
 留め具(リング)/ポリエチレン
 底滑り止め/Ｔ㏚
 パッキン/シリコンゴム
 ベルト/ポリエステル
 フタ(底側)･底/ステンレス鋼18-8
●JANコード:ピンク 502279

D-l㏌k カラーボトル600
●サイズ:72×82×225H㎜
●重量:150g
●容量:600㎖
●入数:60(10×6)
●材質:本体/ポリカーボネート
 フタ(内側)/ポリプロピレン
 留め具(天面)/ABS樹脂
 留め具(リング)/ポリエチレン
 底滑り止め/Ｔ㏚
 パッキン/シリコンゴム
 ベルト/ポリエステル
 フタ(底側)･底/ステンレス鋼18-8
●JANコード:クリアー 502293

D-l㏌k カラーボトル600

●サイズ:72×82×185H㎜
●重量:132g
●容量:400㎖
●入数:60(10×6)
●材質:本体/ポリカーボネート
 フタ(内側)/ポリプロピレン
 留め具(天面)/ABS樹脂
 留め具(リング)/ポリエチレン
 底滑り止め/Ｔ㏚
 パッキン/シリコンゴム
 ベルト/ポリエステル
 フタ(底側)･底/ステンレス鋼18-8
●JANコード:ブルー 502163

D-l㏌k カラーボトル400
●サイズ:72×82×185H㎜
●重量:132g
●容量:400㎖
●入数:60(10×6)
●材質:本体/ポリカーボネート
 フタ(内側)/ポリプロピレン
 留め具(天面)/ABS樹脂
 留め具(リング)/ポリエチレン
 底滑り止め/Ｔ㏚
 パッキン/シリコンゴム
 ベルト/ポリエステル
 フタ(底側)･底/ステンレス鋼18-8
●JANコード:ピンク 502170

D-l㏌k カラーボトル400
●サイズ:72×82×185H㎜
●重量:132g
●容量:400㎖
●入数:60(10×6)
●材質:本体/ポリカーボネート
 フタ(内側)/ポリプロピレン
 留め具(天面)/ABS樹脂
 留め具(リング)/ポリエチレン
 底滑り止め/Ｔ㏚
 パッキン/シリコンゴム
 ベルト/ポリエステル
 フタ(底側)･底/ステンレス鋼18-8
●JANコード:クリアー 502194

D-l㏌k カラーボトル400

フタをしたまま飲むことができるので、保温性が高く
こぼれにくい。

密封性が高いのでフタをしておくと、さらに飲料の保
温・保冷性が高まります。

D-link カラータンブラー
D-LINK COLOR TUMBLER

D-link カラーボトル
D-LINK COLOR BOTTLE

ア
ウ
ト
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ア
で
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フ
ィ
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で
、も
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ろ
ん
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も
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From the home to the o�ce, even outdoors.
Enjoy your favorite drink anywhere, anytime.

Smart, stylish tumblers, available in a range of colors.
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良く冷やした飲物を入れてアウトドアにもって
出かけましょう。

クールTアクア＆ファインは、縦横置き
対応タイプ。冷蔵庫内の置き場所を選
びません。

飽和ポリエステル樹脂なので、軽くて丈
夫。落としても割れにくい。

クールTアクア＆ファインは、注ぎ口など
の改良により従来品と比べ、注ぎ残しが
ほとんどありません。

手がすっぽり入る広口設計なので、お手
入れが簡単。

クールTタフは、縦横置き対応タイプ。
冷蔵庫内の置き場所を選びません。

手がすっぽり入る広口設計なのでお手
入れが簡単。

　　　製品本体は、耐熱性に優れてい
るため煮出しのお茶などを冷まさずに
そのまま注げます。

●サイズ:150×105×310H㎜
●BOXサイズ:457×400×325H㎜
●重量:344g ●容量:2.0ℓ ●入数:36(12×3)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 キャップ･ハンドル付フタ/ポリプロピレン
 取っ手･パッキン/シリコンゴム
●JANコード:138614

クール・Ｔアクア2.0
●サイズ:150×105×267H㎜
●BOXサイズ:447×397×282H㎜
●重量:344g ●容量:1.5ℓ ●入数:48(12×4)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 キャップ･ハンドル付フタ/ポリプロピレン
 取っ手･パッキン/シリコンゴム
●JANコード:138621

クール・Ｔアクア1.5

●サイズ:130×96×303H㎜
●重量:220g ●容量:2.0ℓ
●入数:40(40×1)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:138720

クール・Ｔタフ2..0

●サイズ:100×76×262H㎜
●BOXサイズ:421×308×280H㎜
●重量:114g ●容量:1.0ℓ ●入数:96(16×6)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 キャップ･中フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:ブルー 138393
  オレンジ 138409

アイスボトル1000

●サイズ:100×80×255H㎜
●BOXサイズ:420×345×265H㎜
●重量:120g
●容量:1.0ℓ
●入数:96(16×6)
●材質: 本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ･キャップ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード: クリアーブルー 138416
  クリアーイエロー 138423  
  クリアーグリーン 138546

クール・Tパーソナル1.0

●サイズ:94×76×210H㎜
●BOXサイズ:570×314×230H㎜
●重量:114g(ホルダー別) ●容量:720mℓ ●入数:48(12×4)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 キャップ･中フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:ブルー 138379
  オレンジ 138386

アイスボトル720（ホルダー付）

●サイズ:117×96×245H㎜  
●重量:217g ●容量:1.2ℓ
●入数:40(40×1)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:138713

クール・Ｔタフ1..2

●サイズ:151×104×310H㎜
●BOXサイズ:479×380×321H㎜
●重量:334g ●容量:2.2ℓ
●入数:36(12×3)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 キャップ･ハンドル付フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード: ブルー 138508
  オレンジ 138515

クール・Ｔファイン2.2

●サイズ:185×100×277H㎜
●BOXサイズ:505×415×288H㎜
●重量:360g ●容量:2.1ℓ ●入数:36(12×3)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 フタ/ポリエチレン
 フラップ/ポリプロピレン
●JANコード:137921

クール・Ｔプレミアム2.1
●サイズ:135φ×200×220H㎜
●BOXサイズ:154×154×230H㎜
●重量:425g
●容量:2.2ℓ
●入数:20
●材質:ポリカーボネート
●JANコード:101090

プルー・ジャグ2..2（熱湯対応）
●サイズ:135φ×200×220H㎜
●BOXサイズ:440×435×240H㎜
●重量:380g
●容量:2.2ℓ
●入数:36(9×4)
●材質:AS樹脂
●JANコード:101052

プルー・ポップジャグクリアー

●サイズ:151×104×252H㎜
●BOXサイズ:479×380×260H㎜
●重量:334g ●容量:1.5ℓ
●入数:48(12×4)
●材質:本体/メタクリル樹脂
 キャップ･ハンドル付フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:ブルー 138522
  オレンジ 138539

クール・Ｔファイン1.5

クール・T/冷水筒シリーズ
COOL.T / WATER BOTTLE SERIES

WATER BOTTLE WATER BOTTLE
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■メーカーコード：4904776

注ぎ口は、ワンタッチで開くラクラク開閉タイプです。（＊8.4ℓを除く） たっぷり容量の８．４ℓは注ぎノズルをセットすることにより、無理なく手軽に注ぐ
ことが出来ます。

発酵性のあるものを保存する場合のために、ガス抜き調整弁が付いています。

角型タイプなので、冷蔵庫の野菜室にもスッキリ収納できます。 角型タイプなので、流し台の下にもきれいに整頓できます。 取り出しやすいように、本体後側に手のひらサイズのくぼみをつけました。

●サイズ:203φ×335H㎜
●BOXサイズ:625×420×350H㎜
●重量:447g(注ぎノズル込み)
●容量:8.4ℓ ●入数:24(6×4)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ･ネジキャップ･ハンドル/ポリプロピレン
 フタパッキン･空気弁/シリコンゴム
 ネジキャップパッキン/発砲ポリエチレン
 注ぎノズル/ポリエチレン
●JANコード:521324

果実酒びん丸型8.4［注ぎノズル付］
●サイズ:164φ×264H㎜
●BOXサイズ:505×505×272H㎜
●重量:297g
●容量:4.2ℓ
●入数:36(9×4)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ･キャップ･ハンドル/ポリプロピレン
 パッキン･空気弁/シリコンゴム
●JANコード:521126

果実酒びん丸型4.2
●サイズ:126×151×279H㎜
●BOXサイズ:473×400×293H㎜
●重量:295g
●容量:4.0ℓ
●入数:36(9×4)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ･キャップ･ハンドル/ポリプロピレン
 パッキン･空気弁/シリコンゴム
●JANコード:521423

果実酒びん角型4.0
●サイズ:123×140×222H㎜
●BOXサイズ:525×458×240H㎜
●重量:220g
●容量:2.7ℓ
●入数:48(12×4)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ･キャップ･ハンドル/ポリプロピレン
 パッキン･空気弁/シリコンゴム
●JANコード:521522

果実酒びん角型2.7

●サイズ:135φ×222H㎜
●BOXサイズ:565×420×233H㎜
●重量:221g
●容量:2.4ℓ
●入数:48(12×4)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ･キャップ･ハンドル/ポリプロピレン
 パッキン･空気弁/シリコンゴム
●JANコード:521225

果実酒びん丸型2.4
●サイズ:124×96×276H㎜  
●BOXサイズ:502×394×286H㎜
●重量:214g
●容量:1.6ℓ
●入数:64(16×4)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:521621

果実酒びんスリム1.6
●サイズ:108φ×156H㎜
●BOXサイズ:440×330×168H㎜
●重量:133g
●容量:1.0ℓ
●入数:72(12×6)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ･ネジキャップ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:511424

スナップウェアー液体密封びん1.0 

●サイズ:124×96×276H㎜  
●重量:214g
●容量:1.6ℓ
●入数:64(16×4)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:511752

ビネガーボトル1.6
●サイズ:117×96×245H㎜  
●重量:217g
●容量:1.2ℓ
●入数:64(16×4)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:511745

ビネガーボトル1.2
●サイズ:108φ×156H㎜
●重量:133g
●容量:1.0ℓ
●入数:72(12×6)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ･ネジキャップ･/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:511738

ビネガーボトル1.0

ガス抜き調整弁

特許登録第3497127号 意匠登録第1126113号果実酒びん
FRUIT LIQUOR BOTTLE

ビネガーボトル
FRUIT VINEGAR BOTTLE

FRUIT LIQUOR BOTTLE FRUIT LIQUOR BOTTLE
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■メーカーコード：4904776

●サイズ：（Ｓ）120φ×30H㎜（Ｍ）170φ×35H㎜（Ｌ）220φ×47H㎜
●包装サイズ：356×240×60H㎜　●BOXサイズ:385×243×225H㎜
●重量:131g(3P) ●入数:72(8×9) ●材質:ポリプロピレン
●JANコード:191060

便利プラカバー3P
●サイズ:426×332×154H㎜
●重量:1184g ●容量:14ℓ ●入数:12
●材質:フタ･本体･ザル/ポリプロピレン
●JANコード:053252

ざるコン角14L
●サイズ:396φ×218H㎜
●重量:1053g ●容量:16ℓ ●入数:16
●材質:フタ･本体･ザル/ポリプロピレン
●JANコード:053153

ざるコン丸16L

●サイズ:78φ×68H㎜（1P）
●BOXサイズ:250×335×210H㎜
●重量:125g(3P) ●入数:96(12×8)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:136504

氷山アイス3P
●サイズ:91×105×49H㎜
●重量:70g ●容量:180㎖ ●入数:60(5×12)
●材質:本体/ポリプロピレン
 フタ/AS樹脂
 留め具/ABS樹脂
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:400308

メイシータイト容器Ｓ
●サイズ:92×92×49H㎜
●重量:62g
●容量:270㎖
●入数:120(5×24)
●材質:本体/ポリプロピレン
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:400414

メイシーシール容器Ｓ
●サイズ:112×112×55H㎜
●重量:92g
●容量:480㎖
●入数:100(5×20)
●材質:本体/ポリプロピレン
 フタ/ポリエチレン
●JANコード:400407

メイシーシール容器M

●サイズ:65×56×90H㎜
●重量:65g
●入数:60(5×12)
●おしぼりの大きさ:31㎝×29㎝
●材質:本体/ポリプロピレン
 フタ/ポリエチレン
 おしぼり/綿100%
●JANコード:401107

メイシーおしぼりセット

●材質:耐衝撃ポリプロピレン
丸ざるLシリーズ

●材質:耐衝撃ポリプロピレン
丸ざるシリーズ

●サイズ:430×355×70H㎜
●BOXサイズ:370×450×320H㎜
●重量:600g ●入数:20(10×2)
●材質:本体･ざる/ポリプロピレン
 トレー/スチロール樹脂
●JANコード:152139

なべ名人（豆腐トレー付）
●サイズ:290φ×68H㎜
●BOXサイズ:310×385×305H㎜
●重量:360g ●入数:45(15×3)
●材質:ポリプロピレン
●JANコード:152245

味菜（あじさい）
●サイズ:108φ×156H㎜
●BOXサイズ:440×330×168H㎜
●重量:133g ●容量:1.0ℓ ●入数:72(12×6)
●材質:本体/飽和ポリエステル樹脂
 フタ･ネジキャップ/ポリプロピレン
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:511721

だじポット1.0

●サイズ:152×89×80H㎜
●重量:175g
●容量:上段/220㎖ 下段/260㎖
●入数:30(5×6)
●材質:本体･仕切/ポリプロピレン
 フタ/AS樹脂
 留め具/ABS樹脂
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:400209

メイシータイトランチ2段Ｍ

●サイズ:109×80×90H㎜
●重量:64g
●容量:260㎖
●入数:120(10×12)
●材質:本体/ポリプロピレン
●JANコード:400605

メイシーマグカップ

●サイズ:148×115×54H㎜
●重量:160g
●容量:本体/360㎖ 中子/130㎖×2
●入数:30(5×6)
●材質:本体･中子/ポリプロピレン
 フタ/AS樹脂
 留め具/ABS樹脂
 パッキン/シリコンゴム
●JANコード:400100

メイシータイトランチ1段Ｍ

●サイズ:100×86×142H㎜
●重量:111g ●容量:380㎖
●入数:60(5×12)
●材質:本体･コップ･中ブタ/ポリプロピレン
 ベルト止め/ABS樹脂
 キャップ/ポリエチレン
●JANコード:401008

メイシーキャンティーンＳ

●サイズ:180×81×18H㎜
●重量:158g ●入数:100(10×10)
●材質:フタ/AS樹脂
 底･留め具/ABS樹脂
 中皿/ポリプロピレン
 フォーク･ナイフ/スチロール樹脂､ステンレス
 箸/スチロール樹脂(※箸の長さは16.5㎝)
●JANコード:400803

メイシートリオセット
●サイズ:180×29×14H㎜
●重量:43g
●入数:200(10×20)
●材質:本体/ABS樹脂
 フタ/AS樹脂
 はし/スチロール樹脂(※箸の長さは16.5㎝)
●JANコード:400902

メイシーはし箱セット

なべ名人
NABE-MEIJIN

メイシーランチシリーズ
MAISY LUNCH SERIES

便利プラカバー
CONVENIENCE PLASTIC COVER

氷山アイス
ICEBERG MAKER

味菜
AJI-SAI

ざるコン角
ZARU-CON SQUARE

ざるウェア
ZARU-WARE

だしポット1.0
SOUP POT 1.0

ざるコン丸
ZARU-CON ROUND

L-0号
L-1号
L-2号
L-3号

600φ×185H
474φ×165H
420φ×149H
370φ×134H

サイズ(㎜)
870g
480g
343g
247g

重量
20
40
50
80

入数
013058
013157
013256
013355

JANコード
1号
2号
3号
4号

330φ×120H
290φ×105H
260φ× 95H
230φ× 85H

サイズ(㎜)
139g
103g
 83g
 62g

重量
160( 40×4)
200( 50×4)
200( 50×4)
240( 60×4)

入数
014154
014253
014352
014451

5号 200φ× 75H  46g 400(100×4) 014550
6号 170φ× 70H  37g 400(100×4) 014659

JANコード

OTHER HOUSEHOLD UTENSILS MAISY LUNCH SERIES
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