
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

2022年09月01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￥550 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￥450 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￥550 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￥450 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：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。

2022年09月01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 ￥550
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￥550
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￥420 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

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：72562 JAN：4571140748283

ベージュ

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



2022年09月01日カタログ№72-03

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￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：72584 JAN:4580135303406

テーブルクロス 約135×180
本体価格￥2,000 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

本体価格￥1,700 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。



品番：72295
JAN:8001544060002

品番：72474
JAN:8001544084671

2022年09月01日カタログ№72-04
原産国：ドイツ 材質：紙

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：72299
JAN:8001544028613

品番：72471
JAN:8001544997841

品番：72472
JAN:8001544084671

品番：72294
JAN:8001544048871

品番：72227
JAN:8001544040233

品番：72592
JAN:8001544120034

品番：72599
JAN:8001544100180

品番：72600
JAN:8001544101286

品番：72601
JAN:8001544117386

品番：72594
JAN:8001544157504

品番：72593
JAN:8001544120027

品番：72597
JAN:8001544120010

品番：72598
JAN:8001544123677

品番：72595
JAN:8001544157511

ペーパーナプキン
Ｗ33/Ｄ33
各本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数12
出荷単位：3～ (1ﾊﾟｯｸ20枚入)



2022年09月01日カタログ№72-05
原 産 国：ドイツ

材 質：紙

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：72436* JAN:4582141287596品番：72432* JAN:4582141287558

品番：72040* JAN:4582141271397

品番：72460* JAN:4582141288944

品番：72461* JAN:4582141288951

品番：72325* JAN:4582141284212 品番：72356* JAN:4582141286797

ペーパーナプキン
Ｗ33/Ｄ33

各本体価格￥750
ｶｰﾄﾝ入数12
出荷単位：3～
(1ﾊﾟｯｸ20枚入)

品番:72502
JAN:8001544019147

品番:72547
JAN:8001544857220

品番：72565
JAN:8001544019178

品番：72568*
JAN:8001544101279

品番：72569
JAN:8001544097039

原 産 国：イタリア

材 質：ポリプロピレン
耐熱温度：60℃



※こちらのマットは全てクリアタイプになっています。

2022年09月01日カタログ№72-06
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:72458* JAN:4582141288920

品番:72499* JAN:4582141289590

品番:72459* JAN:4582141288937

品番:72549* JAN:4582141292651 品番:72550* JAN:4582141292668

品番:72332* JAN:4582141284281 品番:72407* JAN:4582141287305品番:72242* JAN:4582141281082

品番：72556*
JAN:4582141293597

品番：72558*
JAN:4582141293610

品番：72559*
JAN:4582141293627

原 産 国：スペイン

材 質：ポリ塩化ビニル
耐熱温度：80℃

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:72522 JAN:4582141291883

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

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￥650 ｶｰﾄﾝ入数24 出荷単位：3枚～

品番:72529 JAN:4582141291951

2022年09月01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:72530 JAN:4582141291968 品番:72532 JAN:4582141291982

品番:72540* JAN:4582141292064

品番:72537 JAN:4582141292033

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

品番:72579 JAN:4582141295980
品番:72581 JAN:4582141296000品番:72582 JAN:4582141296017



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログ№72-08

原 産 国：ＵＳＡ
材 質：ポリプロピレン 耐熱温:60℃

品番:72588 JAN:4582141296901 品番:72590 JAN:4582141296970品番:72589 JAN:4582141296963 

品番:72603 JAN:4582141297540品番:72602 JAN:4582141297533

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￥650
ｶｰﾄﾝ入数24

出荷単位：3枚～

品番:72604 JAN:4582141297557

品番:72606 JAN:4582141297571品番:72605 JAN:4582141297564

品番:72615 JAN:4582141297663

品番:72613 JAN:4582141297649

品番:72614 JAN:4582141297656



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログ№72-09

原 産 国：ＵＳＡ
材 質：ポリプロピレン 耐熱温:60℃

品番:72607 JAN:4582141297588

品番:72609 JAN:4582141297601

品番:72608 JAN:4582141297595

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￥700 ｶｰﾄﾝ入数24

出荷単位：3枚～

品番:72611 JAN:4582141297625品番:72610 JAN:4582141297618

品番:72576 JAN:4582141295959品番:72575 JAN:4582141295942

品番:72577 JAN:4582141295966

品番:72591 JAN:4582141296987


