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新型プレート＆カップ ［洗浄機対応］モアコップ ［洗浄機対応］・クリーミーコップ・カラーコップ

8-1120-11 H-71-67
  P.P   蓋付ランチプレート（丸） ブルー
¥2,500 （25.5×21.5×5） 梱40

8-1120-22 H-71-68
  P.P   蓋付ランチプレート（丸） ピンク
¥2,500 （25.5×21.5×5） 梱40

8-1120-33 H-71-69
  P.P   蓋付ランチプレート（丸） グリーン
¥2,500 （25.5×21.5×5） 梱40

8-1120-44 H-71-70
  P.P   蓋付ランチプレート（丸） オレンジ
¥2,500 （25.5×21.5×5） 梱40

8-1120-55 H-71-71
  P.P   蓋付ランチプレート（角） 朱
¥2,500 （26×18×5） 梱40

8-1120-66 H-71-72
  P.P   蓋付ランチプレート（角） 濃茶
¥2,500 （26×18×5） 梱40

8-1120-77 H-71-73
  P.P   蓋付スープマグ オレンジ
¥1,500 （12φ×14.7×7　460cc） 梱60

8-1120-88 H-71-74
  P.P   蓋付スープマグ ベージュ
¥1,500 （12φ×14.7×7　460cc） 梱60

8-1120-99 H-71-75
  P.P   蓋付スープマグ グリーン
¥1,500 

（12φ×14.7×7　460cc） 梱60

8-1120-1010 H-71-76
  P.P   蓋付スープマグ ブラウン
¥1,500 （12φ×14.7×7　460cc） 梱60

8-1120-1111 H-71-77
  P.P   蓋付スープマグ ブラック
¥1,500 （12φ×14.7×7　460cc） 梱60

洗浄機使用
OK!

洗浄機使用
OK!

洗浄機使用
OK!

8-1119-11  H-71-30  
  P.P   モアコップ ブルーム 
¥840 （7φ×9.5×9.5 250cc）　梱240

8-1119-22  H-71-31  
  P.P   モアコップ ラッキークローバー 
¥840 （7φ×9.5×9.5 250cc）　梱240

8-1119-33  H-71-32  
  P.P   モアコップ ケロケロ 
¥840 （7φ×9.5×9.5 250cc）　梱240

8-1119-44  H-71-33  
  P.P   モアコップ シンプルライフ 
¥840 （7φ×9.5×9.5 250cc）　梱240

8-1119-2626
 H-71-44
  ポリエチレン   

クリーミーコップ・   
カラーコップ用      
蓋のみ 
¥150          

（8.3φ×9.2×0.9） 梱1000

洗浄機使用
OK!

TA マークは

ストロー差し込み口
※市販のストローをご使用ください

ストロー差し込み口
※市販のストローをご使用ください

8-1119-1515
 H-71-44
  ポリエチレン   

クリーミーコップ・   
カラーコップ用      
蓋のみ 
¥150　　　　　

（8.3φ×9.2×0.9） 梱1000

8-1119-55  H-71-34
  P.P     ポリエチレン   蓋付クリーミーコップ ピンク 
¥560  （8.3φ×10×9.2 300cc） 梱240

8-1119-77  H-71-36
  P.P     ポリエチレン   蓋付クリーミーコップ イエロー 
¥560  （8.3φ×10×9.2 300cc） 梱240

8-1119-99  H-71-38
  P.P     ポリエチレン   蓋付クリーミーコップ ブルー 
¥560  （8.3φ×10×9.2 300cc） 梱240

8-1119-66  H-71-35
  P.P     ポリエチレン   蓋付クリーミーコップ オレンジ 
¥560  （8.3φ×10×9.2 300cc） 梱240

8-1119-88  H-71-37
  P.P     ポリエチレン   蓋付クリーミーコップ グリーン 
¥560  （8.3φ×10×9.2 300cc） 梱240

8-1119-1010  H-71-39
  P.P    クリーミーコップ ピンク 
¥470 （7.7φ×10×9.1 300cc）  梱300

8-1119-2121  H-71-50
  P.P    カラーコップ レッド 
¥470 （7.7φ×10×9.1 300cc）  梱300

8-1119-2222  H-71-51
  P.P    カラーコップ ピンク 
¥470 （7.7φ×10×9.1 300cc）  梱300

8-1119-2323  H-71-52
  P.P    カラーコップ イエロー 
¥470 （7.7φ×10×9.1 300cc）  梱300

8-1119-2424  H-71-53
  P.P    カラーコップ グリーン 
¥470 （7.7φ×10×9.1 300cc）  梱300

8-1119-2525  H-71-54
  P.P    カラーコップ ブルー 
¥470 （7.7φ×10×9.1 300cc）  梱300

8-1119-1111  H-71-40
  P.P    クリーミーコップ オレンジ 
¥470 （7.7φ×10×9.1 300cc）  梱300

8-1119-1212  H-71-41
  P.P    クリーミーコップ イエロー 
¥470 （7.7φ×10×9.1 300cc）  梱300

8-1119-1313  H-71-42
  P.P    クリーミーコップ グリーン 
¥470 （7.7φ×10×9.1 300cc）  梱300

8-1119-1414  H-71-43
  P.P    クリーミーコップ ブルー 
¥470 （7.7φ×10×9.1 300cc）  梱300

8-1119-1616  H-71-45
  P.P     ポリエチレン    蓋付カラーコップ レッド 
¥560 （8.3φ×10×9.2 300cc）  梱240

8-1119-1818  H-71-47
  P.P     ポリエチレン    蓋付カラーコップ イエロー 
¥560 （8.3φ×10×9.2 300cc）  梱240

8-1119-2020  H-71-49
  P.P     ポリエチレン    蓋付カラーコップ ブルー 
¥560 （8.3φ×10×9.2 300cc）  梱240

8-1119-1717  H-71-46
  P.P     ポリエチレン    蓋付カラーコップ ピンク 
¥560 （8.3φ×10×9.2 300cc）  梱240

8-1119-1919  H-71-48
  P.P     ポリエチレン    蓋付カラーコップ グリーン 
¥560 （8.3φ×10×9.2 300cc）  梱240

洗浄機使用
OK!

TA マークは

洗浄機使用
OK!

TA マークは

※蓋は洗浄機対応ではないので御注意下さい。

※蓋は洗浄機対応ではないので御注意下さい。
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