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新商品

商品名

靴磨きドライシート

商品名

エコキッチンポリ袋

商品名

さらさらパウダー IN
ウェットシート大判

（1 枚入）

（20 枚入）

（５枚入）

商品名

抗菌拭く拭くふきん
（1 枚入）

シートに薬液が塗布している、手が
汚れにくいドライタイプの靴磨き
シートです。革製品の汚れ落とし、
ツヤ出しに最適なお手入れ商品です。

メントール配合＆パウダー IN でベタ
つきをすっきり拭き取るクールな
ウェットシートです。大判タイプなの
で、たっぷり拭けます。

SDGs の達成へ
貢献

パルプを原料とするセルロース
１００％不織布を採用。
自然の恵みによりもたらされる
持続的に再生可能な資源（バイ
オマス）である樹木を原料とす
る、環境に配慮した商品です。

500個 からオリジナル可能
小ロットでオリジナル可能なため、

少量のご挨拶品や来場粗品に最適です

期間限定商品

名入れ / シール
1200個～

15×50

名入れ / シール
1000個～

20×80

大 判
タイプ

抗菌

※オリジナルイメージ

¥80
●1ケース：600 入
●商品サイズ：約 210×190mm
●袋（クラフト紙）：120×80×2.5mm
●重量： 5g
●カートンサイズ：380×255×180(H)mm

100％セルロース不織布

¥190
●1ケース：200 入
●商品サイズ：約 200×300mm
●袋：210×120×5mm
●重量： 50g
●カートンサイズ：590×430×215(H)mm

不織布・メントール配合

¥40

¥130
●1ケース： 100 入
●商品サイズ： 200×300mm
●箱： 225×35×50mm
●重量：  50g
●カートンサイズ： 520× 370×240(H)mm

ポリエチレン＋バイオマスポリエチレン 25%配合

●1ケース：1000 入
●商品サイズ：約 300×300mm
●袋：155×160×2mm
●重量： 9g
●カートンサイズ：800×340×180(H)mm

不織布（抗菌剤配合）

オリジナルラベル
500個～

55×110

手書きでメッセージを
書き込めます

オリジナル印刷も
可能です！

※オリジナルイメージ

SDGs の達成へ
貢献

バイオマスポリエチレンを含ん
だ製品は、従来の石油由来原料
を使用した時と比べ、CO2排出
量の削減に役立てることができ
地球温暖化を防ぐことにつなが
ります。

名入れ / シール
1000個～

20×80

※オリジナルイメージ

パッケージに
オリジナル印刷
できます

バイオマス

セルロース
不織布

バイオマスポリエチレン 25% 配合の環境に配慮した
日本製のポリ袋です。国内クリーンルーム内で製袋加
工しています。キッチンをはじめ、車の中やアウトド
アのお供に便利です。

身近なものからエコに身近なものからエコに
暮らしのちょっとしたところから

エコをはじめませんか？
暮らしのちょっとしたところから

エコをはじめませんか？



ジパック・スタンドタイプ冷凍保存パック（1枚入）
PK-010

¥45
●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

ポリエチレン

マチ付き
タイプ

※解凍までにしてください

丈夫な
 厚 口タイプ

立てて
使えて
便利80mm

200mm

13
0m
m

名入れ / シール
1000個～

20×80

名入れ / シール
1000個～

20×80

受注生産品

ジパック・冷凍保存 BOX(5枚入)
KK-004

¥125
●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

ポリエチレン

※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～

20×80

ジパック・新鮮保存 BOX(5枚入)
KK-003

¥100
●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

ポリエチレン

名入れ / シール
1000個～

20×80

冷凍保存パック 新鮮保存パック

ジパック・新鮮保存パック(3枚入)
KK-001

PK-005

¥70
●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

ジパック・冷凍保存パック(3枚入)
KK-010

¥80 ポリエチレン
●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

ポリエチレン

※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～

20×80132×180+折り90

名入れ / シール
1000個～

20×80

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。

オリジナル印刷
パッケージへの

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

自動包装機で製造の国内加工商品
（ピロー包装加工）

※保存パックの枚数変更対応が可能です

国内自社工場で自動包装している商品です。

※オリジナルイメージ

¥80
ピロージパック・冷凍保存パック（3枚入）

●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

ポリエチレン



ピローキッチン用ポリ袋（20枚入）

¥80
●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

ポリエチレン

PK-009

ピローキッチン用ポリ袋（50枚入）

¥130
●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

ポリエチレン

PK-008
名入れ / シール
1000個～

15×70

キッチン用ポリ袋20枚BOX

¥95
●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

ポリエチレン

きちんとキッチンかたづけ袋50枚BOX

¥140
●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

ポリエチレン

KK-005

KK-009

名入れ / シール
1000個～

15×80

名入れ / シール
1000個～

15×80

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 な々用途にお使いいただけます。

名入れ / シール
1000個～

20×80

●重量：185g
●カートンサイズ：600×450×240(H)mm

バガスパルプ 40％以上配合

KPE-009

●1ケース：50入
●商品サイズ：220×230mm
●袋：120×220×50mm

¥200
キッチンペーパー /バガスターeタイプ100 枚

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。

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。

名入れ / シール
1000個～

20×80●JAN コード：4946547100550

エコキッチンペーパー 10枚入
バガスパルプ 40％以上配合

KPE-007

¥55
●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

バガスパルプ

バガスパルプ

名入れ / シール
1000個～

20×80

エコキッチンペーパー 50枚入
バガスパルプ 40％以上配合

KPE-011

¥100
●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

バガスパルプ

バガスを使用すること
で、紙原料となる木材の
使用量を減らすことがで
き、森林保護につながり
ます。森林伐採の低減に
貢献しています。

従来産業廃棄物として処
理されていた、サトウキ
ビ の絞り終えた繊維を利
用しているので、廃棄物
が低減でき、リサイクル
に貢献しています。

ポイント１ ポイント２

SDGsの達成へ貢献
サトウキビの絞り終えた繊維（＝バガスパルプ）

国内で
ピロー包装
加工

キッチン用
ポリ袋

その他の袋商品

キッチン
ペーパー

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。

セット商品

SK-003
生活応援ギフトセット SG-45

¥450
●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

【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)

名入れ / シール
1000個～

20×80

非木材グリーン協会
認定・登録商品です。

パッケージに
オリジナル印刷できます

※オリジナルイメージ

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。

●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

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

オリジナル台紙
1000個～

100×130

レジ袋 ゴミ袋
表面
にポケット付き

名刺を入れられます

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。

バイオマス

※枚数変更できます！

KK-015
受注生産品

受注生産品

粗品用ゴミ袋（5枚入）
¥140
●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

ポリエチレン ( 半透明 )名入れ / シール
1000個～

15×80

名刺を刺せる
切り込み加工付き

森林伐採低減 産業廃棄物低減



500個 からオリジナル可能

※オリジナルイメージ ※オリジナルイメージ

小ロットでオリジナル可能なため、
少量のご挨拶品や来場粗品に最適です

約 55×110mm

フラップ部分全体に
オリジナル印刷

不織布

アルコール除菌ウェット（10枚入） WT-013
90
●1ケース:500 入
●商品サイズ：150×200mm（外袋：76×135×10mm)
●重量： 32g ●カートンサイズ：740×380×305(H)mm

オリジナルラベル
1000個～

43×82

オリジナルラベル
1000個～

42×80

WT-001
受注生産品

●1ケース:1000 入
●商品サイズ：150×140mm
　（外袋 70×108×8mm)
●重量： 12g 
●カートンサイズ：460×375×440(H)mm

爽快ウェット（5枚入）
50 不織布 オリジナルラベル

1000個～

38×66

ミニタイプ

サンキューウェット（10枚入） WT-009

●1ケース:500 入
●商品サイズ：150×200mm（外袋 76×135×10mm)
●重量： 32g ●カートンサイズ：740×380×305(H)mm

70 不織布

シェリー（10枚入） WT-002

●1ケース:500 入
●商品サイズ：150×200mm
　（外袋 76×135×10mm)
●重量： 32g 
●カートンサイズ：740×380×305(H)mm

70 不織布

リフレッシュウェット (10枚入）
80 不織布・メントール配合

WT-003

●1ケース:500 入
●商品サイズ：150×200mm
　（外袋 76×135×10mm)
●重量： 32g 
●カートンサイズ：740×380×305(H)mm

オリジナルラベル
1000個～

42×80

オリジナルラベル
1000個～

42×80

ハンディタイプ 大判タイプ

アルコール除菌ウェット大判 (15枚入 )
不織布

●1ケース:100 入
●商品サイズ：200×300mm（外袋 127×210×15mm) 
●重量：91g ●カートンサイズ：590×375×200(H)mm
●JANコード：4946547104138

200
WT-014 オリジナルラベル

500個～

55×110

オリジナルラベル
500個～

55×110

ノンアルコール除菌ウェット大判 (10枚入 )
不織布

●1ケース:200 入
●商品サイズ：200×310mm
　　　　　　　（外袋 120×210×10mm) 
●重量：68g 
●カートンサイズ：615×405×270(H)mm
●JANコード：4946547104046

170
WT-012

冷蔵庫＆レンジ用クリーナー (５枚入）
重曹電解水配合

●1ケース:100 入
●商品サイズ：200×300mm
　　　　　　　（外袋 210×120×5mm)
●重量： 50g 
●カートンサイズ：425×580×220(H)mm

130 WT-011

ウェット
ティッシュ

バックの中はもちろん、
ポケットにも入るサイズで
持ち運びに便利です。

しっかり拭ける大判タイプ
なので、お掃除などに最適
です。

07 08

おしぼり
タイプ

ノンアルコール除菌ウェットシート (1枚入）
18 レーヨン不織布

●1ケース：1000 入　
●商品サイズ：180×230mm
　　　　　　　（外袋 55×160×2mm）
●重量：3g
●カートンサイズ：330×310×315(H)mm

パールフィルム

フラップ部分に
オリジナル印刷が

できます

重曹電解水を使用したクリーナー
ですっきり汚れを落とします。
冷蔵庫、電子レンジ、レンジ台、
ポット、コンロなどの汚れ落としに。







BOX入りポリ袋BOX入りポリ袋

OPP袋OPP袋

取り出し口２箇所で縦置き・横置きが
できる大容量のBOX入ポリ袋です。
取り出し口２箇所で縦置き・横置きが
できる大容量のBOX入ポリ袋です。

定番のプチフラワー、水玉川をはじめ、
様々な柄を用意しております。
定番のプチフラワー、水玉柄をはじめ、
様々な柄を用意しております。

テープ付きの透明OPP袋です。
全１２種類のサイズを取り揃えています。

BOX入りレジ袋BOX入りレジ袋
収納・保管に便利な100枚入の
箱入りレジ袋です。
収納・保管に便利な100枚入の
箱入りレジ袋です。

③バイオマスポリ袋NEWポリタロウ11号(500枚入)

バイオマス原料を使用した環境にやさしいポリ袋

④バイオマスポリ袋NEWポリジロウ12号(400枚入)

バイオマス 25%配合
ポリエチレン

バイオマス 25%配合
ポリエチレン

●1ケース：20入 ●商品サイズ：0.012×200×300mm（外箱： 220×135×50(H)mm）
●重量：710g  ●カートンサイズ：560×265×240(H)mm ●JAN コード：4946547105043

●1ケース：20 入 ●商品サイズ：0.012×230×340mm（外箱：240×135×45(H)mm）
●重量：745g  ●カートンサイズ：560×240×260(H)mm ●JAN コード：4946547105050

箱入り手さげポリ袋L
(45号)100 枚入

箱入り手さげポリ袋M
(40号)100 枚入

箱入り手さげポリ袋S
(30号)100 枚入

箱入り手さげポリ袋SS
(25号)100 枚入 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

●1ケース：40入 
●商品サイズ：0.012×250(150)×310mm
　（外箱：160×50×70(H)mm）　
●重量：185g 
●カートンサイズ：520×300×180(H)mm
●JANコード：4946547103858

●1ケース：40 入 
●商品サイズ：0.013×300(180)×370mm
　（外箱：190×50×85(H)mm）　
●重量：290g 
●カートンサイズ：520×320×210(H)mm
●JANコード：4946547103865

●1ケース：20 入 
●商品サイズ：0.016×400(260)×490mm
　（外箱：280×70×80(H)mm）　
●重量：600g 
●カートンサイズ：370×340×300(H)mm
●JANコード：4946547103872

●1ケース：20 入 
●商品サイズ：0.018×450(300)×550mm
　（外箱：330×70×115(H)mm）　
●重量：760g 
●カートンサイズ：440×370×350(H)mm
●JANコード：4946547103889　　

大容量ポリエチレン袋・OPP袋 ポリ風呂敷

プチフラワー柄

水玉柄

乳白無地

さくら・チェック柄

テープ付きの透明OPP袋です。
全１２種類のサイズを取り揃えています。

ポリ風呂敷ポリ風呂敷

①BOX入りポリ袋ポリタロウ11号(1000枚入)

②BOX入りポリ袋ポリジロウ12号(800枚入)

ポリエチレン

ポリエチレン

●1ケース：15入 ●商品サイズ：0.01×200×300mm（外箱：215×135×80(H)mm）
●重量：1,040g  ●カートンサイズ：440×445×265(H)mm ●JAN コード：4946547103735

●1ケース：15 入 ●商品サイズ：0.01×230×340mm（外箱：240×135×80(H)mm）
●重量：1,000g  ●カートンサイズ：440×445×265(H)mm ●JAN コード：4946547103742

① ③ ④②

使用イメージ

収納スッキリ

日本製

バイオマス

厚手タイプ
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