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エコマット

限定品  海外生産の為、在庫を確認の上ご注文ください。

●裁断の都合上、多少サイズが異なる場合がございます。
●火のそば、高熱を発する場所のそば等には置かないで下さい。（鍋敷きにはご利用になれません）
●食器洗浄機での洗浄はお控えください。
●折り曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。

B-16-71 エコマット 尺5寸 ¥1,050

B-16-73 エコマット 尺5寸 ¥1,050

B-16-77 エコマット 尺5寸 ¥950

B-16-79 エコマット 尺5寸 ¥950

B-16-81 エコマット 尺5寸 ¥1,000

B-16-74 エコマット 尺5寸 ¥1,050

B-16-69 エコマット 尺5寸 ¥1,050

B-16-78 エコマット 尺5寸 ¥950

B-16-80 エコマット 尺5寸 ¥950

B-16-82 エコマット 尺5寸 ¥1,000

B-18-3 エコマット 尺3寸 ¥1,050

B-16-89 エコマット 尺3寸 ¥1,100

B-16-91 エコマット 尺3寸 ¥1,100

B-16-93 エコマット 尺3寸 ¥1,100

B-18-4 エコマット 尺3寸 ¥1,050

B-16-90 エコマット 尺3寸 ¥1,100

B-16-92 エコマット 尺3寸 ¥1,100

B-16-94 エコマット 尺3寸 ¥1,100

B-16-99 エコマット 尺0寸隅切 ¥1,400

B-17-2 エコマット 尺0寸隅切 ¥1,450

B-17-4 エコマット 尺0寸隅切 ¥1,450

B-17-6 エコマット 尺0寸隅切 ¥1,450

B-17-1 エコマット 尺0寸隅切 ¥1,400

B-17-3 エコマット 尺0寸隅切 ¥1,450

B-17-5 エコマット 尺0寸隅切 ¥1,450

B-17-7 エコマット 尺0寸隅切 ¥1,450

B-17-22 エコマット 尺1寸半月 ¥1,400

B-17-26 エコマット 尺1寸半月 ¥1,500

B-17-30 エコマット 尺1寸半月 ¥1,500

B-17-34 エコマット 尺1寸半月 ¥1,500

B-17-24 エコマット 尺1寸半月 ¥1,400

B-17-28 エコマット 尺1寸半月 ¥1,500

B-17-32 エコマット 尺1寸半月 ¥1,500

B-17-36 エコマット 尺1寸半月 ¥1,500

B-17-23 エコマット 尺3寸半月 ¥1,700

B-17-27 エコマット 尺3寸半月 ¥1,800

B-17-31 エコマット 尺3寸半月 ¥1,800

B-17-35 エコマット 尺3寸半月 ¥1,800

B-17-25 エコマット 尺3寸半月 ¥1,700

B-17-29 エコマット 尺3寸半月 ¥1,800

B-17-33 エコマット 尺3寸半月 ¥1,800

B-17-37 エコマット 尺3寸半月 ¥1,800

B-17-45 エコマット 9寸丸 ¥1,200

B-17-47 エコマット 9寸丸 ¥1,300

B-17-49 エコマット 9寸丸 ¥1,300

B-17-51 エコマット 9寸丸 ¥1,300

B-17-46 エコマット 9寸丸 ¥1,200

B-17-48 エコマット 9寸丸 ¥1,300

B-17-50 エコマット 9寸丸 ¥1,300

B-17-52 エコマット 9寸丸 ¥1,300

B-17-60 エコマット 尺3寸小判 ¥1,500

B-17-62 エコマット 尺3寸小判 ¥1,600

B-17-64 エコマット 尺3寸小判 ¥1,600

B-17-66 エコマット 尺3寸小判 ¥1,600

B-17-61 エコマット 尺3寸小判 ¥1,500

B-17-63 エコマット 尺3寸小判 ¥1,600

B-17-65 エコマット 尺3寸小判 ¥1,600

B-17-67 エコマット 尺3寸小判 ¥1,600

B-17-75 エコマット 尺2寸新小判 ¥1,350

B-17-77 エコマット 尺2寸新小判 ¥1,400

B-17-79 エコマット 尺2寸新小判 ¥1,400

B-17-81 エコマット 尺2寸新小判 ¥1,400

B-17-76 エコマット 尺2寸新小判 ¥1,350

B-17-78 エコマット 尺2寸新小判 ¥1,400

B-17-80 エコマット 尺2寸新小判 ¥1,400

B-17-82 エコマット 尺2寸新小判 ¥1,400

B-17-20 エコマット 尺1寸半月 ¥1,500
B-17-21 エコマット 尺3寸半月 ¥1,800
B-17-44 エコマット 9寸丸 ¥1,300
B-17-59 エコマット 尺3寸小判 ¥1,600
B-17-74 エコマット 尺2寸新小判 ¥1,400
B-17-89 エコマット 扇形 ¥1,400

B-17-90 エコマット 扇形 ¥1,350

B-17-92 エコマット 扇形 ¥1,400

B-17-94 エコマット 扇形 ¥1,400

B-17-96 エコマット 扇形 ¥1,400

B-17-16 エコマット 尺1寸半月 ¥1,500
B-17-17 エコマット 尺3寸半月 ¥1,800
B-17-42 エコマット 9寸丸 ¥1,300
B-17-57 エコマット 尺3寸小判 ¥1,600
B-17-72 エコマット 尺2寸新小判 ¥1,400
B-17-87 エコマット 扇形 ¥1,600

B-17-91 エコマット 扇形 ¥1,350

B-17-93 エコマット 扇形 ¥1,400

B-17-95 エコマット 扇形 ¥1,400

B-17-97 エコマット 扇形 ¥1,400

8-162-1 Col.3 ツートンライン（縁縫い目有）限定品

8-162-3 Col.5 グレー水玉 限定品

8-162-5 Col.7 白黒チェック 限定品

8-162-7 Col.9 緑チェック 限定品

8-162-9 Col.11 白ゼブラ 限定品

8-162-2 Col.4 縁並木 限定品

8-162-4 Col.6 紺水玉 限定品

8-162-6 Col.8 紫チェック 限定品

8-162-8 Col.10 橙チェック 限定品

8-162-10 Col.12 茶ゼブラ 限定品
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エコマット

限定品  海外生産の為、在庫を確認の上ご注文ください。

B-16-76 エコマット 尺5寸 ¥900
B-17-98 エコマット 尺3寸 ¥1,000
B-16-95 エコマット 尺0寸隅切 ¥1,350
B-17-8 エコマット 尺1寸半月 ¥1,350
B-17-9 エコマット 尺3寸半月 ¥1,650

B-17-38 エコマット 9寸丸 ¥1,300
B-17-53 エコマット 尺3寸小判 ¥1,450
B-17-68 エコマット 尺2寸新小判 ¥1,300
B-17-83 エコマット 扇形 ¥1,400

8-161-1 Col.1 オレンジ雲 限定品

尺5寸エコマット
¥900
¥950

¥1,000
¥1,050

（45×30）	 梱100		※Col.1

（44.5×30）	梱100		※Col.7〜10

（46×32.5）	梱100		※Col.11,12

（45×30）	 梱100		※Col.3〜6

PVC 尺3寸エコマット
¥1,000
¥1,050
¥1,100

（39×27.5）	梱200		※Col.1

（39×27.5）	梱200		※Col.5,6

（39×27.5）	梱200		※Col.7〜12

PVC

9寸丸エコマット
¥1,200
¥1,300

（27.5φ）	 梱200		※Col.5,6

PVC 尺3寸小判エコマット
¥1,450
¥1,500
¥1,600

（39.8×27.5）	梱200		※Col.1

（39.8×27.5）	梱200		※Col.5,6

（39.8×27.5）	梱200		※	Col.3,4,7〜12

PVC 尺2寸新小判エコマット
¥1,300
¥1,350
¥1,400

（36.4×27.7）	梱200		※Col.1

（36.4×27.7）	梱200		※Col.5,6

（36.4×27.7）	梱200		※	Col.3,4,7〜12

PVC 扇形エコマット
¥1,350
¥1,400
¥1,600

（40×27.5）	梱200		※Col.5,6

（40×27.5）	梱200		※	Col.1,3,7〜12
（40×27.5）	梱200		※Col.4

PVC

尺0寸隅切エコマット
¥1,350
¥1,400
¥1,450

（30×30）	梱200		※Col.1

（30×30）	梱200		※Col.5,6

（30×30）	梱200		※Col.7〜12

PVC

尺5寸 尺3寸

9寸丸

エコマット ●形状は、8種類ございます。カラーは11種類の中からお好みに合わせてお選び下さい。

尺0寸隅切 半月

¥1,350
¥1,400
¥1,500
¥1,650
¥1,700

（33.2×29）	梱200		※Col.1

（33.2×29）	梱200		※Col.5,6

（33.2×29）	梱200		※Col.3〜12

（40×30）	 梱200		※Col.1

（40×30）	 梱200		※Col.5,6

半月エコマットPVC

尺1寸
尺1寸
尺1寸
尺3寸
尺3寸

¥1,800（40×30）	 梱200		※Col.3〜12尺3寸

尺3寸小判 尺2寸新小判 扇形

（27.5φ）	 梱200		※	Col.1,3,4,7〜12

ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/
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