
品番：72487 JAN:4571140731605

ホワイト＆ベージュ

品番：72485 JAN:4571140731582

シルバー＆ベージュ

品番：72488 JAN:4571140731612

シルバー＆ホワイト

品番：72486 JAN:4571140731599

ゴールド＆ベージュ

品番：72489 JAN:4571140731629

ゴールド＆ホワイト

2021年01月31日カタログ№72-01

原産国：台湾 材質：ポリ塩化ビニル

ローズランチョンマット

2Ｐセット

30×45

※1パック2Ｐ入

各本体価格￥400 ｶｰﾄﾝ入数90

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：72570 JAN:4580135301235

シルバー＆ベージュ

品番：72571 JAN:4580135301242

ゴールド＆ベージュ

ランチョンマット2Ｐセット

22×45

※1パック2Ｐ入

各本体価格￥350 ｶｰﾄﾝ入数90

品番：72572 JAN:4580135301259

シルバー＆ベージュ

品番：72573 JAN:4580135301266

ゴールド＆ベージュ

ラウンドランチョンマット

2Ｐセット

φ38

※1パック2Ｐ入

各本体価格￥400 ｶｰﾄﾝ入数90

ラウンドランチョンマット

2Ｐセット

φ30

※1パック2Ｐ入

各本体価格￥350 ｶｰﾄﾝ入数90

品番：72586 JAN:4580135307251

シルバー＆ベージュ

品番：72587 JAN:4580135307268

シルバー＆ベージュ



品番：72507* JAN：4571140735221

ゴールド＆ベージュ

品番：72505 JAN：4571140735207

ゴールド＆ホワイト

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31日カタログ№72-02

原産国：台湾 材質：ポリ塩化ビニル

ローズランチョンマット

2Ｐセット

サイズ：W45×H30

※1パック2Ｐ入

各本体価格 ￥400
カートン入数90

品番：72506 JAN：4571140735214

シルバー＆ホワイト

品番：72515 JAN:4571140738475

シルバー＆ホワイト

ランチョンマット
2Ｐセット

30×45
※1パック2Ｐ入

各本体価格￥400
カートン入数90

品番：72516 JAN:4571140738482

ゴールド＆ホワイト

ティーマット2Ｐセット(ベースマットにも)

25×35
※1パック2Ｐ入

各本体価格￥300 カートン入数150

品番：72546 JAN:4571140743479

シルバー＆ホワイト

品番：72545 JAN:4571140743462

ゴールド＆ホワイト



品番：72519 JAN:4571140738512

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31カタログ№72-03
原産国：台湾
材 質：ポリ塩化ビニル

ランチョンマット12Ｐセット サイズ：30×45

※1パック12Ｐ入

各本体価格￥3,000 カートン入数15

参考価格1Ｐ￥250

ランチョンマット12Ｐセット サイズ：45×30

※1パック12Ｐ入

各本体価格￥2,400 カートン入数15

参考価格1Ｐ￥200

品番：72561 JAN：4571140748276

ホワイト

品番：72562 JAN：4571140748283

ベージュ

品番：72563 JAN：4571140748290

ホワイト

品番：72564 JAN：4571140748306

ベージュ

オーバルランチョンマット12Ｐセット サイズ：45×30

※1パック12Ｐ入

各本体価格￥2,400 カートン入数15

参考価格1Ｐ￥200



2021年01月31日カタログ№72-04

原産国：台湾 材質：ポリ塩化ビニル

品番：72583 JAN:4580135303390

テーブルクロス 約135×180
本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：72497*
JAN:4571140731704

ブラウン

品番：72498*
JAN:4571140731711

ブルー

品番：72584 JAN:4580135303406

テーブルクロス 約135×180
本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：72495 JAN:4571140731681

ホワイト

テーブルクロス 約135×180
各本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数24

※本体価格は全て税抜き表示となっております。



2021年01月31日カタログ№72-05
原産国：中国
材 質：ポリ塩化ビニル

耐熱温度：80℃

品番：72346
JAN:4571140721071

品番：72347
JAN:4571140721088

品番：72348
JAN:4571140721095

Ｗ10/Ｄ10

品番：72350
JAN:4571140721118

Ｗ10.5/Ｄ9.5
品番：72351
JAN:4571140721125

各本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数100

Ｗ12/Ｄ9

Ｗ11/Ｄ9.5
品番：72349
JAN:4571140721101

クリアタイプ

ローズが半透明になっております

スタンダードタイプ

※本体価格は税抜き表示となっております。



品番:72522 JAN:4582141291883 品番:72524 JAN:4582141291906品番:72523 JAN:4582141291890

※本体価格は全て

税抜き表示となっております。

品番:72525 JAN:4582141291913 品番:72527* JAN:4582141291937

リバーシブルランチョンマット
サイズ：28.5×43.5

各本体価格￥580 ｶｰﾄﾝ入数24 出荷単位：3枚～

品番:72528 JAN:4582141291944 品番:72529 JAN:4582141291951

品番:72526 JAN:4582141291920

2021年01月31日カタログ№72-06

原 産 国：ＵＳＡ
材 質：ポリプロピレン 耐熱温度：60℃

品番:72533 JAN:4582141291999

品番:72530 JAN:4582141291968

品番:72531 JAN:4582141291975 品番:72532 JAN:4582141291982



品番:72543* JAN:4582141292095

品番:72540* JAN:4582141292064

品番:72537 JAN:4582141292033

品番:72536 JAN:4582141292026品番:72534 JAN:4582141292002 品番:72535 JAN:4582141292019

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

リバーシブルランチョンマット
サイズ：28.5×43.5

各本体価格￥580 ｶｰﾄﾝ入数24
出荷単位：3枚～

品番:72541* JAN:4582141292071

品番:72538 JAN:4582141292040 品番:72539 JAN:4582141292057

品番:72542* JAN:4582141292088

2021年01月31日カタログ№72-07

原 産 国：ＵＳＡ
材 質：ポリプロピレン 耐熱温度：60℃



品番:72574 JAN:4582141295935 品番:72576 JAN:4582141295959品番:72575 JAN:4582141295942

※本体価格は全て

税抜き表示となっております。

品番:72577 JAN:4582141295966

リバーシブルランチョンマット サイズ：28.5×43.5

各本体価格￥580 ｶｰﾄﾝ入数24 出荷単位：3枚～

品番:72579 JAN:4582141295980 品番:72580 JAN:4582141295997

品番:72578 JAN:4582141295973

2021年01月31日カタログ№72-08
原 産 国：ＵＳＡ
材 質：ポリプロピレン 耐熱温度：60℃

品番:72581 JAN:4582141296000

品番:72582 JAN:4582141296017

ラウンドリバーシブルランチョンマット
サイズ：φ34
各本体価格￥650 ｶｰﾄﾝ入数24 出荷単位：3枚～

品番:72585 JAN:4582141296031



 

2021年01月31日カタログ№72-09
原 産 国：イタリア

材 質：ポリプロピレン
耐熱温度：60℃

ランチョンマット Ｗ45/Ｄ30
各本体価格￥650
ｶｰﾄﾝ入数72 出荷単位：3～

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：72440* JAN:4582141287633品番：72436* JAN:4582141287596

品番：72432* JAN:4582141287558

品番：72192* JAN:4582141277160品番：72040* JAN:4582141271397

品番：72460* JAN:4582141288944

品番：72461* JAN:4582141288951

品番：72325* JAN:4582141284212

品番：72326* JAN:4582141284229 品番：72356* JAN:4582141286797



※こちらのマットは全てクリアタイプになっています。

2021年01月31日カタログ№72-10
原 産 国：イタリア
材 質：ポリプロピレン
耐熱温度：60℃

ランチョンマット Ｗ45/Ｄ30
各本体価格￥680 ｶｰﾄﾝ入数72
出荷単位：3～

※本体価格は税抜き表示となっております。

品番:72450
JAN:4582141287732

品番:72457
JAN:4582141288913

品番:72458
JAN:4582141288920

品番:72424  
JAN:4582141287473

品番:72499
JAN:4582141289590

品番:72459
JAN:4582141288937

品番:72549
JAN:4582141292651

品番:72550
JAN:4582141292668

品番:72226
JAN:4582141280924

品番:72239
JAN:4582141281051

品番:72199*
JAN:4582141277238

品番:72234
JAN:4582141281006

品番:72332*
JAN:4582141284281

品番:72397
JAN:4582141287206

品番:72407
JAN:4582141287305

品番:72242
JAN:4582141281082



品番：72565
JAN:8001544019178

品番：72295
JAN:4582141283895

品番：72474
JAN:4582141289088

2021年01月31日カタログ№72-11
原産国：ドイツ 材質：紙

ペーパーナプキン
Ｗ33/Ｄ33
各本体価格￥680

ｶｰﾄﾝ入数12
出荷単位：3～(1ﾊﾟｯｸ20枚入)

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：72299
JAN:4582141283932

品番：72471
JAN:4582141289057

品番：72472
JAN:4582141289064

品番：72567
JAN:8001544021324

品番：72566
JAN:8001544019161

品番:72500
JAN:4582141289606

品番:72502
JAN:4582141289620

品番:72503
JAN:4582141289637

品番:72547
JAN:4582141292637

品番:72548
JAN:4582141292644

品番：72223
JAN:4582141280894

品番：72294
JAN:4582141283888

品番：72227
JAN:4582141280931

品番：72568
JAN:8001544101279

品番：72569
JAN:8001544097039



2021年01月31日カタログ№72-12

原 産 国：スペイン

材 質：ポリ塩化ビニル
耐熱温度：80℃

※本体価格は税抜き表示となっております。

ラウンドコースター
φ10

各本体価格￥580
ｶｰﾄﾝ入数100
出荷単位：5

スクエアコースター
Ｗ10/Ｄ10

各本体価格￥580
ｶｰﾄﾝ入数100
出荷単位：5

品番：72553
JAN:4582141293566

品番：72556
JAN:4582141293597

品番：72557
JAN:4582141293603

品番：72558
JAN:4582141293610

品番：72559
JAN:4582141293627

品番：72560
JAN:4582141293634


