2021年05月07日カタログ№57-14
原産国：中国
材 質：メラミン樹脂
品番：57663
JAN:4580135310282

コースター

φ10

耐熱温度100℃

本体価格￥180
ｶｰﾄﾝ入数240

出荷単位：6枚
(1袋/6枚入り)
品番：57666
JAN:4580135310312

小皿

φ9.5/Ｈ2

耐熱温度：100℃

本体価格￥250
ｶｰﾄﾝ入数100

出荷単位：3枚以上

品番：57669 JAN:4580135310343
ミニトレー
Ｗ18/Ｄ7.5/Ｈ1 耐熱温度100℃
本体価格￥320 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

品番：57687 JAN:4580135310527
蓋付マグカップ
Ｗ11/Ｄ8.5/Ｈ9 容量350ml
耐熱温度：100℃

本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3個以上

品番：57684 JAN:4580135310497
円型トレー φ18/Ｈ3
耐熱温度：100℃

本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57690 JAN:4580135310558
鍋敷き
Ｗ20/Ｄ18/Ｈ1 耐熱温度：100℃
本体価格￥450
ｶｰﾄﾝ入数144 出荷単位：3枚以上

品番：57681 JAN:4580135310466
角型トレー Ｗ20/Ｄ15.5/Ｈ3
耐熱温度：100℃

本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57672 JAN:4580135310374
トレーＳ Ｗ21/Ｄ14.5/Ｈ1
耐熱温度100℃

本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

品番：57675 JAN:4580135310404
トレーＭ Ｗ31.5/Ⅾ21.5/Ｈ1.5
耐熱温度100℃

本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数48
出荷単位：3枚以上
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：57678 JAN:4580135310435
トレー(マット仕上げ）
材質：ユリア樹脂 70％ メラミン樹脂30％
滑り止め加工 Ｗ41/Ｄ28/Ｈ3 耐熱温度：70℃

本体価格￥1,600
ｶｰﾄﾝ入数24 出荷単位：3枚以上

2021年05月07日カタログ№57-15
原産国：中国
材 質：メラミン樹脂
品番：57664
JAN:4580135310299

コースター

φ10

耐熱温度100℃

本体価格￥180
ｶｰﾄﾝ入数240

出荷単位：6枚
(1袋/6枚入り)
品番：57667
JAN:4580135310329

小皿

φ9.5/Ｈ2

品番：57688 JAN:4580135310534
蓋付マグカップ
Ｗ11/Ｄ8.5/Ｈ9 容量350ml

耐熱温度：100℃

耐熱温度：100℃

本体価格￥250

本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3個以上

ｶｰﾄﾝ入数100

出荷単位：3枚以上

品番：57670 JAN:4580135310350
ミニトレー
Ｗ18/Ｄ7.5/Ｈ1 耐熱温度100℃
本体価格￥320 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

品番：57691 JAN:4580135310565
鍋敷き
Ｗ20/Ｄ18/Ｈ1 耐熱温度：100℃
本体価格￥450
ｶｰﾄﾝ入数144 出荷単位：3枚以上

品番：57685 JAN:4580135310503
円型トレー φ18/Ｈ3

品番：57682 JAN:4580135310473
角型トレー Ｗ20/Ｄ15.5/Ｈ3

耐熱温度：100℃

耐熱温度：100℃

本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57673 JAN:4580135310381
トレーＳ Ｗ21/Ｄ14.5/Ｈ1
耐熱温度100℃

本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

品番：57676 JAN:4580135310411
トレーＭ Ｗ31.5/Ⅾ21.5/Ｈ1.5
耐熱温度100℃

本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数48
出荷単位：3枚以上
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：57679 JAN:4580135310442
トレー(マット仕上げ）
材質：ユリア樹脂 70％ メラミン樹脂30％
滑り止め加工 Ｗ41/Ｄ28/Ｈ3 耐熱温度：70℃

本体価格￥1,600
ｶｰﾄﾝ入数24 出荷単位：3枚以上

2021年05月07日カタログ№57-16
原産国：中国
材 質：メラミン樹脂
品番：57665
JAN:4580135310305

コースター

φ10

耐熱温度100℃

本体価格￥180
ｶｰﾄﾝ入数240

出荷単位：6枚
(1袋/6枚入り)
品番：57668
JAN:4580135310336

小皿

φ9.5/Ｈ2

品番：57689 JAN:4580135310541
蓋付マグカップ
Ｗ11/Ｄ8.5/Ｈ9 容量350ml

耐熱温度：100℃

耐熱温度：100℃

本体価格￥250

本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3個以上

ｶｰﾄﾝ入数100

出荷単位：3枚以上

品番：57671 JAN:4580135310367
ミニトレー
Ｗ18/Ｄ7.5/Ｈ1 耐熱温度100℃
本体価格￥320 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

品番：57686 JAN:4580135310510
円型トレー φ18/Ｈ3
耐熱温度：100℃

本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57692 JAN:4580135310572
鍋敷き
Ｗ20/Ｄ18/Ｈ1 耐熱温度：100℃
本体価格￥450
ｶｰﾄﾝ入数144 出荷単位：3枚以上

品番：57683 JAN:4580135310480
角型トレー Ｗ20/Ｄ15.5/Ｈ3
耐熱温度：100℃

本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57674 JAN:4580135310398
トレーＳ Ｗ21/Ｄ14.5/Ｈ1
耐熱温度100℃

本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

品番：57677 JAN:4580135310428
トレーＭ Ｗ31.5/Ⅾ21.5/Ｈ1.5
耐熱温度100℃

本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数48
出荷単位：3枚以上
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：57680 JAN:4580135310459
トレー(マット仕上げ）
材質：ユリア樹脂 70％ メラミン樹脂30％
滑り止め加工 Ｗ41/Ｄ28/Ｈ3 耐熱温度：70℃

本体価格￥1,600
ｶｰﾄﾝ入数24 出荷単位：3枚以上

2021年05月07日カタログ№57-17
原産国：中国
材 質：メラミン樹脂

品番：57644 JAN:4580135308258
ミニトレー
Ｗ18/Ｄ7.5/Ｈ1 耐熱温度100℃
本体価格￥320 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

品番：57422 JAN:4571140736648
円型トレー φ18/Ｈ3
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
耐熱温度：70℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57693 JAN:4580135310589
トレーＳ Ｗ21/Ｄ14.5/Ｈ1
耐熱温度100℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

品番：57418 JAN:4571140736600
角型トレー Ｗ20/Ｄ15.5/Ｈ3
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
耐熱温度：70℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57694 JAN:4580135310596
トレーＭ Ｗ31.5/Ⅾ21.5/Ｈ1.5
耐熱温度100℃
本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数48
出荷単位：3枚以上

品番：57410
JAN:4571140736525

トレー(マット仕上げ）
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
滑り止め加工
Ｗ41/Ｄ28/Ｈ3
耐熱温度：70℃
本体価格￥1,600
ｶｰﾄﾝ入数24
出荷単位：3枚以上
※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№57-01
原産国：中国

品番：57606

品番：57595

品番：57584

JAN:4580135304168

JAN:4580135304052

JAN:4580135303949

アスールローズ

アスールローズ

アスールローズ

品番：57607

品番：57596

品番：57585

JAN:4580135304175

JAN:4580135304069

JAN:4580135303956

モードローズ

モードローズ

モードローズ

品番：57608

品番：57597

品番：57586

JAN:4580135304182

JAN:4580135304076

JAN:4580135303963

ヨーロピアンディッシュ

ヨーロピアンディッシュ

ヨーロピアンディッシュ

品番：57609

品番：57598

品番：57587

JAN:4580135304199

JAN:4580135304083

JAN:4580135303970

メロディローズ
ミニトレー
材質：メラミン樹脂
Ｗ18/Ｄ7.5/Ｈ1 耐熱温度100℃
各本体価格￥320
ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

メロディローズ
円型トレー
材質：ユリア樹脂70％
メラミン樹脂30％
φ18/Ｈ3 耐熱温度70℃
各本体価格￥350
ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

メロディローズ
角型トレー
材質：ユリア樹脂70％
メラミン樹脂30％
Ｗ20/Ｄ15.5/Ｈ3 耐熱温度70℃
各本体価格￥350
ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

2021年04月01日カタログ№57-02
原産国：中国
材 質：メラミン樹脂

品番：57604
JAN:4580135304144

サラローズ

品番：57582

品番：57593

JAN:4580135303925

JAN:4580135304038

サラローズ

サラローズ

品番：57583

品番：57605

JAN:4580135303932

JAN:4580135304151

エミローズ
ミニトレー
材質：メラミン樹脂
Ｗ18/Ｄ7.5/Ｈ1 耐熱温度100℃
各本体価格￥320
ｶｰﾄﾝ入数120

品番：57642 JAN:4580135308234
コースター φ10
耐熱温度100℃
本体価格￥180 ｶｰﾄﾝ入数240
出荷単位：6枚(1袋/6枚入り)

品番：57594
JAN:4580135304045

エミローズ
円型トレー
材質：ユリア樹脂70％
メラミン樹脂30％
φ18/Ｈ3 耐熱温度70℃
各本体価格￥350
ｶｰﾄﾝ入数60

品番：57646 JAN:4580135308272
ミニトレー
Ｗ18/Ｄ7.5/Ｈ1 耐熱温度100℃
本体価格￥320 ｶｰﾄﾝ入数120

品番：57661 JAN:4580135308425
トレーＳ Ｗ21/Ｄ14.5/Ｈ1 耐熱温度100℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数120
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

エミローズ
角型トレー
材質：ユリア樹脂70％
メラミン樹脂30％
Ｗ20/Ｄ15.5/Ｈ3 耐熱温度70℃
各本体価格￥350
ｶｰﾄﾝ入数60

品番：57662 JAN:4580135308432
角型トレー
Ｗ20/Ｄ15.5/Ｈ3 耐熱温度：100℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60

品番：57659 JAN:4580135308401
トレーＭ
Ｗ31.5/Ⅾ21.5/Ｈ1.5 耐熱温度100℃
本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数48

2021年04月01日カタログ№57-03
原産国：中国
材 質：メラミン樹脂
品番：57639
JAN:4580135308203

コースター φ10
耐熱温度100℃

本体価格￥180
ｶｰﾄﾝ入数240

出荷単位：6枚
(1袋/6枚入り)
品番：57404

品番：57651

JAN:4571140736464

JAN:4580135308326

小皿 φ9.5/Ｈ2
耐熱温度：100℃

蓋付マグカップ
Ｗ11/Ｄ8.5/Ｈ9

本体価格￥250

耐熱温度：100℃

ｶｰﾄﾝ入数100

本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3個以上

出荷単位：3枚以上

品番：57643 JAN:4580135308241
ミニトレー
Ｗ18/Ｄ7.5/Ｈ1 耐熱温度100℃
本体価格￥320 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

容量350ml

品番：57420* JAN:4571140736624
円型トレー φ18/Ｈ3
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
耐熱温度：70℃
本体価格￥350 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57412 JAN:4571140736549
鍋敷き
Ｗ20/Ｄ18/Ｈ1 耐熱温度：100℃
本体価格￥450
ｶｰﾄﾝ入数144 出荷単位：3枚以上

品番：57416 JAN:4571140736587
角型トレー Ｗ20/Ｄ15.5/Ｈ3
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
耐熱温度：70℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57516*
JAN:4571140743004

タンブラー
φ8.5/Ｈ9
容量300ml
耐熱温度：100℃
本体価格￥380
ｶｰﾄﾝ入数96
出荷単位：3個以上
品番：57400*
JAN:4571140736426

マグカップ
Ｗ12/Ｄ9/Ｈ10.5
容量350ml
耐熱温度：100℃
本体価格￥480
ｶｰﾄﾝ入数96
出荷単位：3個以上
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：57408 JAN:4571140736501
トレー(マット仕上げ）
材質：ユリア樹脂 70％ メラミン樹脂30％
滑り止め加工 Ｗ41/Ｄ28/Ｈ3 耐熱温度：70℃

本体価格￥1,600
ｶｰﾄﾝ入数24 出荷単位：3枚以上

2021年04月01日カタログ№57-04
原産国：中国
材 質：メラミン樹脂

品番：57631
JAN:4580135304410

コースター φ10
耐熱温度100℃
本体価格￥180
ｶｰﾄﾝ入数240
出荷単位：6枚
(1袋/6枚入り)
品番：57635
JAN:4580135304458

品番：57615
JAN:4580135304250

小皿 φ9.5/Ｈ2
耐熱温度：100℃
本体価格￥250
ｶｰﾄﾝ入数100
出荷単位：3枚以上

品番：57611 JAN:4580135304212
ミニトレー
Ｗ18/Ｄ7.5/Ｈ1 耐熱温度100℃
本体価格￥320 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

蓋付マグカップ
Ｗ11/Ｄ8.5/Ｈ9 容量350ml
耐熱温度：100℃
本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3個以上

品番：57600* JAN:4580135304106
円型トレー φ18/Ｈ3
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
耐熱温度：70℃
本体価格￥350 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57647 JAN:4580135308289
鍋敷き
Ｗ20/Ｄ18/Ｈ1 耐熱温度：100℃
本体価格￥450
ｶｰﾄﾝ入数144 出荷単位：3枚以上

品番：57589 JAN:4580135303994
角型トレー Ｗ20/Ｄ15.5/Ｈ3
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
耐熱温度：70℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57627
JAN:4580135304373

トレー(マット仕上げ）
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
滑り止め加工
Ｗ41/Ｄ28/Ｈ3
耐熱温度：70℃
本体価格￥1,600
ｶｰﾄﾝ入数24
出荷単位：3枚以上

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年04月01日カタログ№57-05
原産国：中国
材 質：メラミン樹脂
品番：57633
JAN:4580135304434

コースター

φ10

耐熱温度100℃

本体価格￥180
ｶｰﾄﾝ入数240

出荷単位：6枚
(1袋/6枚入り)
品番：57617
JAN:4580135304274

小皿

φ9.5/Ｈ2

耐熱温度：100℃

本体価格￥250
ｶｰﾄﾝ入数100

出荷単位：3枚以上

品番：57637 JAN:4580135304472
蓋付マグカップ
Ｗ11/Ｄ8.5/Ｈ9 容量350ml
耐熱温度：100℃

本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3個以上

品番：57613 JAN:4580135304236
ミニトレー
Ｗ18/Ｄ7.5/Ｈ1 耐熱温度100℃ 品番：57602* JAN:4580135304120
円型トレー φ18/Ｈ3
本体価格￥320 ｶｰﾄﾝ入数120
材質：ユリア樹脂 70％メラミン樹脂30％
出荷単位：3枚以上
耐熱温度：70℃

本体価格￥350 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上
品番：57625* JAN:4580135304359
トレーＳ Ｗ21/Ｄ14.5/Ｈ1

品番：57649 JAN:4580135308302
鍋敷き
Ｗ20/Ｄ18/Ｈ1 耐熱温度：100℃
本体価格￥450
ｶｰﾄﾝ入数144 出荷単位：3枚以上

品番：57591 JAN:4580135304014
角型トレー Ｗ20/Ｄ15.5/Ｈ3
材質：ユリア樹脂
耐熱温度：70℃

70％ メラミン樹脂30％

本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

材質：ユリア樹脂70％、メラミン樹脂30％
耐熱温度70℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数120

出荷単位：3枚以上

品番：57621* JAN:4580135304311
トレーＭ Ｗ31.5/Ⅾ21.5/Ｈ1.5
材質：ユリア樹脂70％、メラミン樹脂30％
耐熱温度70℃
本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数48

出荷単位：3枚以上
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：57629 JAN:4580135304397
トレー(マット仕上げ）
材質：ユリア樹脂 70％ メラミン樹脂30％
滑り止め加工 Ｗ41/Ｄ28/Ｈ3 耐熱温度：70℃

本体価格￥1,600
ｶｰﾄﾝ入数24 出荷単位：3枚以上

2021年04月01日カタログ№57-06
原産国：中国
材 質：メラミン樹脂

品番：57640 JAN:4580135308210
コースター φ10
耐熱温度100℃
本体価格￥180 ｶｰﾄﾝ入数240
出荷単位：6枚(1袋/6枚入り)

品番：57517 JAN:4571140743011
タンブラー
φ8.5/Ｈ9 容量300ml
耐熱温度：100℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数96
出荷単位：3個以上

品番：57406 JAN:4571140736488
小皿 φ9.5/Ｈ2
耐熱温度：100℃
本体価格￥250 ｶｰﾄﾝ入数100
出荷単位：3枚以上

品番：57402 JAN:4571140736440
マグカップ
Ｗ12/Ｄ9/Ｈ10.5 容量350ml
耐熱温度：100℃
本体価格￥480 ｶｰﾄﾝ入数96
出荷単位：3個以上

品番：57414 JAN:4571140736563
鍋敷き
Ｗ20/Ｄ18/Ｈ1 耐熱温度：100℃
本体価格￥450
ｶｰﾄﾝ入数144 出荷単位：3枚以上
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：57652 JAN:4580135308333
蓋付マグカップ
Ｗ11/Ｄ8.5/Ｈ9 容量350ml
耐熱温度：100℃
本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3個以上

2021年04月01日カタログ№57-08
原産国：中国
材 質：メラミン樹脂

品番：57641 JAN:4580135308227
コースター φ10
耐熱温度100℃
本体価格￥180 ｶｰﾄﾝ入数240
出荷単位：6枚(1袋/6枚入り)

品番：57551 JAN:4571140746616
タンブラー
φ8.5/Ｈ9 容量300ml
耐熱温度：100℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数96
出荷単位：3個以上

品番：57405 JAN:4571140736471
小皿 φ9.5/Ｈ2
耐熱温度：100℃
本体価格￥250 ｶｰﾄﾝ入数100
出荷単位：3枚以上

品番：57401 JAN:4571140736433
マグカップ
Ｗ12/Ｄ9/Ｈ10.5 容量350ml
耐熱温度：100℃
本体価格￥480 ｶｰﾄﾝ入数96
出荷単位：3個以上

品番：57413 JAN:4571140736556
鍋敷き
Ｗ20/Ｄ18/Ｈ1 耐熱温度：100℃
本体価格￥450
ｶｰﾄﾝ入数144 出荷単位：3枚以上
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：57653 JAN:4580135308340
蓋付マグカップ
Ｗ11/Ｄ8.5/Ｈ9 容量350ml
耐熱温度：100℃
本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3個以上

2021年04月01日カタログ№57-09
原産国：中国
材 質：メラミン樹脂

品番：57645 JAN:4580135308265
ミニトレー
Ｗ18/Ｄ7.5/Ｈ1 耐熱温度100℃
本体価格￥320 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

品番：57421 JAN:4571140736631
円型トレー
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
φ18/Ｈ3 耐熱温度：70℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57660 JAN:4580135308418
トレーＳ Ｗ21/Ｄ14.5/Ｈ1 耐熱温度100℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

品番：57417 JAN:4571140736594
角型トレー
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
Ｗ20/Ｄ15.5/Ｈ3 耐熱温度：70℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57658 JAN:4580135308395
トレーＭ
Ｗ31.5/Ⅾ21.5/Ｈ1.5 耐熱温度100℃
本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数48
出荷単位：3枚以上

品番：57409
JAN:4571140736518

トレー(マット仕上げ）
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
滑り止め加工
Ｗ41/Ｄ28/Ｈ3
耐熱温度：70℃
本体価格￥1,600
ｶｰﾄﾝ入数24
出荷単位：3枚以上
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年04月01日カタログ№57-10
原産国：中国
材 質：メラミン樹脂

品番：57632 JAN:4580135304427
コースター φ10
耐熱温度100℃
本体価格￥180 ｶｰﾄﾝ入数240
出荷単位：6枚(1袋/6枚入り)

品番：57656 JAN:4580135308371
タンブラー
φ8.5/Ｈ9 容量300ml
耐熱温度：100℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数96
出荷単位：3個以上

品番：57616 JAN:4580135304267
小皿 φ9.5/Ｈ2
耐熱温度：100℃
本体価格￥250 ｶｰﾄﾝ入数100
出荷単位：3枚以上

品番：57654 JAN:4580135308357
マグカップ
Ｗ12/Ｄ9/Ｈ10.5 容量350ml
耐熱温度：100℃
本体価格￥480 ｶｰﾄﾝ入数96
出荷単位：3個以上

品番：57648 JAN:4580135308296
鍋敷き
Ｗ20/Ｄ18/Ｈ1 耐熱温度：100℃
本体価格￥450
ｶｰﾄﾝ入数144 出荷単位：3枚以上
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：57636 JAN:4580135304465
蓋付マグカップ
Ｗ11/Ｄ8.5/Ｈ9 容量350ml
耐熱温度：100℃
本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3個以上

2021年04月01日カタログ№57-11
原産国：中国
材 質：メラミン樹脂

品番：57612 JAN:4580135304229
ミニトレー
Ｗ18/Ｄ7.5/Ｈ1 耐熱温度100℃
本体価格￥320 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

品番：57601 JAN:4580135304113
円型トレー φ18/Ｈ3
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
耐熱温度：70℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57624 JAN:4580135304342
トレーＳ Ｗ21/Ｄ14.5/Ｈ1
材質：ユリア樹脂70％、メラミン樹脂30％
耐熱温度70℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

品番：57590 JAN:4580135304007
角型トレー Ｗ20/Ｄ15.5/Ｈ3
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
耐熱温度：70℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57620 JAN:4580135304304
トレーＭ Ｗ31.5/Ⅾ21.5/Ｈ1.5
材質：ユリア樹脂70％、メラミン樹脂30％
耐熱温度70℃
本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数48
出荷単位：3枚以上

品番：57628
JAN:4580135304380

トレー(マット仕上げ）
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
滑り止め加工
Ｗ41/Ｄ28/Ｈ3
耐熱温度：70℃
本体価格￥1,600
ｶｰﾄﾝ入数24
出荷単位：3枚以上
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年04月01日カタログ№57-12
原産国：中国
材 質：メラミン樹脂

品番：57634 JAN:4580135304441
コースター φ10
耐熱温度100℃
本体価格￥180 ｶｰﾄﾝ入数240
出荷単位：6枚(1袋/6枚入り)

品番：57657 JAN:4580135308388
タンブラー
φ8.5/Ｈ9 容量300ml
耐熱温度：100℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数96
出荷単位：3個以上

品番：57618 JAN:4580135304281
小皿 φ9.5/Ｈ2
耐熱温度：100℃
本体価格￥250 ｶｰﾄﾝ入数100
出荷単位：3枚以上

品番：57655 JAN:4580135308364
マグカップ
Ｗ12/Ｄ9/Ｈ10.5 容量350ml
耐熱温度：100℃
本体価格￥480 ｶｰﾄﾝ入数96
出荷単位：3個以上

品番：57650 JAN:4580135308319
鍋敷き
Ｗ20/Ｄ18/Ｈ1 耐熱温度：100℃
本体価格￥450
ｶｰﾄﾝ入数144 出荷単位：3枚以上
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：57638 JAN:4580135304489
蓋付マグカップ
Ｗ11/Ｄ8.5/Ｈ9 容量350ml
耐熱温度：100℃
本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3個以上

2021年04月01日カタログ№57-13
原産国：中国
材 質：メラミン樹脂

品番：57614 JAN:4580135304243
ミニトレー
Ｗ18/Ｄ7.5/Ｈ1 耐熱温度100℃
本体価格￥320 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

品番：57603 JAN:4580135304137
円型トレー φ18/Ｈ3
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
耐熱温度：70℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57626 JAN:4580135304366
トレーＳ Ｗ21/Ｄ14.5/Ｈ1
材質：ユリア樹脂70％、メラミン樹脂30％
耐熱温度70℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数120
出荷単位：3枚以上

品番：57592 JAN:4580135304021
角型トレー Ｗ20/Ｄ15.5/Ｈ3
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
耐熱温度：70℃
本体価格￥380 ｶｰﾄﾝ入数60
出荷単位：3枚以上

品番：57622 JAN:4580135304328
トレーＭ Ｗ31.5/Ⅾ21.5/Ｈ1.5
材質：ユリア樹脂70％、メラミン樹脂30％
耐熱温度70℃
本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数48
出荷単位：3枚以上

品番：57630
JAN:4580135304403

トレー(マット仕上げ）
材質：ユリア樹脂 70％
メラミン樹脂30％
滑り止め加工
Ｗ41/Ｄ28/Ｈ3
耐熱温度：70℃
本体価格￥1,600
ｶｰﾄﾝ入数24
出荷単位：3枚以上
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

