食品の保存や小分け、小物入れなどにも使える
密封性にすぐれた便利な保存パックです。
冷凍保存にも使える厚口タイプもございます。

パッケージへの

オリジナル印刷
名入れ / シール

フルカラー印刷でこだわりの
オリジナル商品に
することができます

1000個〜

KK-004

※解凍までにしてください

丈夫な
厚口タイプ

※オリジナルイメージ
20×80

ジパック・冷凍保存 BOX(5枚入)

¥125 ポリエチレン

●1ケース：200 入
●商品サイズ：170×240mm※ジッパー部より下
●箱：40×40×195mm
●重量：50g
●カートンサイズ：420×420×410(H)mm

自動包装機で製造の国内加工商品
（ピロー包装加工）
国内自社工場で自動包装している商品です。

名入れ / シール
1000個〜

PK-005

ピロージパック・冷凍保存パック（3枚入）

¥80 ポリエチレン

名入れ / シール

●1ケース：400 入
●商品サイズ：170×240mm※ジッパー部より下
●袋：205×140×3mm
●重量：22g
●カートンサイズ：450×330×240(H)mm

1000個〜

KK-003

ジパック・新鮮保存 BOX(5枚入)

20×80

※保存パックの枚数変更対応が可能です

¥100 ポリエチレン

●1ケース：200 入
●商品サイズ：170×240mm※ジッパー部より下
●箱：40×40×195mm
●重量：35g
●カートンサイズ：420×420×410(H)mm

※解凍までにしてください

丈夫な
厚口タイプ

名入れ / シール
1000個〜

132×180+折り90
20×80

KK-010

ジパック・冷凍保存パック(3枚入)

¥80 ポリエチレン

新鮮保存パック

●1ケース：400 入
●商品サイズ：170×240mm※ジッパー部より下
●袋：180×140×3mm
●重量：26g
●カートンサイズ：380×350×190(H)mm

200mm

m

マチ付き
タイプ

130m

冷凍保存パック

名入れ / シール
1000個〜

KK-001

20×80

ジパック・新鮮保存パック(3枚入)

¥70 ポリエチレン

20×80

●1ケース：400 入
●商品サイズ：170×240mm※ジッパー部より下
●袋：180×140×3mm
●重量：18g
●カートンサイズ：380×350×190(H)mm

※解凍までにしてください

80mm

丈夫な
厚口タイプ

PK-010

名入れ / シール
1000個〜

受注生産品

ジパック・スタンドタイプ冷凍保存パック
（1枚入）

¥45 ポリエチレン

立てて
使えて
便利

●1ケース：400 入
●商品サイズ：200×130( ジッパー部より下 )+40(マチ)mm
●袋：240×165×2mm
●重量：12g
●カートンサイズ：375×260×220(H)mm

20×80

キッチン用
ポリ袋

その他の袋商品

1枚ずつ取り出せるポップアップタイプのポリ袋です。冷蔵庫での食材の
保存や、小分けをはじめ、
ゴミ処理や、小物整理、
ドライブや旅行のお供
など様々な用途にお使いいただけます。

サトウキビの絞り終えた繊維（＝バガスパルプ）を 40％以上配合
した環境にやさしいキッチンペーパーです。純パルプ商品ですので、
安心してキッチンまわりにご利用いただけます。

SDGsの達成へ貢献

1000個〜

ポイント１

15×80

キッチン用ポリ袋 20 枚 BOX

¥95 ポリエチレン

●1ケース: 200 入
●商品サイズ : 200×300mm
●箱 : 85×240×20mm
●重量:45g
●カートンサイズ :450×410×490(H)mm

パ ッケ ー ジ に
オリジ ナ ル 印 刷 で きま す

ペーパー

サトウキビの絞り終えた繊維（＝バガスパルプ）

名入れ / シール

KK-005

キッチン

KPE-007

バガスパルプ

エコキッチンペーパー 10 枚入

¥55 バガスパルプ 40％以上配合

●1ケース：500 入
●商品サイズ：220×230mm
●袋：130×230×5mm
●重量：21g
●カートンサイズ：650×235×500(H)mm

名入れ / シール
1000個〜

名入れ / シール
1000個〜

ポイント２

森林伐採低減

産業廃棄物低減

バガスを使用すること

従来産業廃棄物として処

で、紙原料となる木材の

理されていた、サトウキ

使用量を減らすことがで

ビ の絞り終えた繊維を利

き、森林保護につながり

用しているので、廃棄物

ます。森林伐採の低減に

が低減でき、リサイクル

貢献しています。

に貢献しています。

20×80

15×80

KK-009

きちんとキッチンかたづけ袋50 枚 BOX

非木材グリーン協会
認定・登録商品です。

¥140 ポリエチレン

●1ケース: 150 入
●商品サイズ : 200×300mm
●箱 : 80×220×35mm
●重量:80g
●カートンサイズ :555×420×460(H)mm

※オリジナルイメージ

PK-009

国内で
ピロー包装
加工

ピローキッチン用ポリ袋（20 枚入）

¥80 ポリエチレン

場所を取らない外装フィルムタイプ。
外出先への持ち運びにも便利です。

●1ケース: 400 入
●商品サイズ : 200×300mm
●袋 : 255×115×5mm
●重量:30g
●カートンサイズ :540×270×280(H)mm

KPE-009

PK-008
名入れ / シール
1000個〜

15×70

レジ袋

バイオマス

バイオマスプラスチック 25％以上配合のレジ袋で、日本製で安
心・環境に配慮した商品です。お買い物袋やごみ袋としてはも
ちろん、
ポスティングや DM 粗品などの営業ツールにも最適です。

ピローキッチン用ポリ袋（50 枚入）

¥130 ポリエチレン

¥200 バガスパルプ 40％以上配合

受注生産品

●1ケース：50 入
●商品サイズ：220×230mm
●袋：120×220×50mm
●重量：185g
●カートンサイズ：600×450×240(H)mm
●JAN コード：4946547100550

●1ケース: 200 入
●商品サイズ : 200×300mm
●袋 : 255×115×12mm
●重量:62g
●カートンサイズ :540×270×280(H)mm

ゴミ袋

セット商品

ポケット付
面に
き
表

石油資源の節約、CO2排出量削減を目的
として開発されたレジ袋を使用しています。

名刺を刺せる
切り込み加工付き

オリジナル台紙
1000個〜

名刺を入れられます

受注生産品
KK-015

100×130

ポケットお買い物袋（１枚入）

¥30 バイオマスプラスチック 25% 以上配合ポリエチレン

●1ケース: 1000 入
●商品サイズ：390（255）×480mm（マチ 67.5mm)
●外袋：105×135×1mm
●重量：2g
●カートンサイズ：485×300×170(H)mm
※枚数変更できます！

名入れ / シール
1000個〜

15×80

バガスパルプ

キッチンペーパー / バガスターeタイプ 100 枚

20×80

キッチン周りに使える日用品アイテムを
3 点セットにした、ボリューム感がある
ギフトセットです。

名入れ / シール
1000個〜

バガスパルプ

¥100

バガスパルプ 40％以上配合
●1ケース：100 入
●商品サイズ：190×230mm
●袋：130×220×40mm
●重量：75g
●カートンサイズ：400×600×400(H)mm

名入れ / シール
1000個〜

20×80

【セット内容】
・エコキッチンペーパー（50 枚入）
・冷蔵庫 &レンジ用クリーナー(5枚入)
・ジパック・新鮮保存 BOX(5 枚入 )

20×80

SK-003

粗品用ゴミ袋（5 枚入）

生活応援ギフトセット SG-45

●1ケース: 100入
●商品サイズ : 650×800mm
●箱 :100×240×23mm
●重量:118g
●カートンサイズ:510×480×240(H)mm

●1ケース: 40 入
●箱：215×170×40mm
●重量：204g
●カートンサイズ：450×445×360(H)mm

¥140 ポリエチレン ( 半透明 )

名入れ / シール
1000個〜

KPE-011

エコキッチンペーパー 50 枚入

¥450

