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ピッチャーピッチャー

8-1123-11 R-17-24
フライトピッチャー 
ベージュ（抗菌）
¥1,870 

（12.7φ×20.3）1.8ℓ 

8-1123-22 R-17-25
フライトピッチャー 
ゴールド
¥1,870 

（12.7φ×20.3）1.8ℓ 

8-1123-33 R-17-26
フライトピッチャー 
ライトグリーン（抗菌）
¥1,870 

（12.7φ×20.3）1.8ℓ 

8-1123-44 R-17-27
フライトピッチャー 
ホワイト（抗菌）
¥1,870 

（12.7φ×20.3）1.8ℓ 

8-1123-55 R-17-28
フライトピッチャー 
レッド
¥1,870

（12.7φ×20.3）1.8ℓ 

8-1123-66 R-17-29
フライトピッチャー 
グリーン（抗菌）
¥1,870

（12.7φ×20.3）1.8ℓ 

8-1123-77 R-17-30
フライトピッチャー 
イエロー（抗菌）
¥1,870 

（12.7φ×20.3）1.8ℓ 

8-1123-88 R-17-31
ポリカーボネイト ウォータポット角型 
スモークブラウン
¥3,000 （16.5×210×24.5）2.1ℓ 

8-1123-99 R-17-32
ポリカーボネイト ウォータポット
角型 クリア
¥3,000 （16.5×210×24.5）2.1ℓ 

8-1123-1010 R-17-33
ポリカーボネイト ウォーターポット 
クリア
¥3,180 （11.2×18×25）2.18ℓ 

8-1123-1111 R-17-34
ポリカーボネイト ウォーターポット 
スモークブラウン
¥3,180 （11.2×18×25）2.18ℓ 

8-1123-1212 R-17-35
ポリカーボネイト 
リトルピッチャー クリア
¥3,180 

（11.2×18×17.3）1.3ℓ 

8-1123-1313 R-17-36
ポリカーボネイト 
リトルピッチャー スモーク
¥3,180 

（11.2×18×17.3）1.3ℓ 

8-1123-1414 R-17-37
ポリカーボネイト 
ノンウェットピッチャー 

（Bタイプ） クリア 1.2ℓ
¥4,600 

（13×18×25） 

8-1123-1515 R-17-38
ポリカーボネイト 
ノンウェットピッチャー 

（Bタイプ） クリア 1.7ℓ
¥5,050 

（13×19.5×28.5） 

8-1123-1616 R-17-39
ポリカーボネイト 
ノンウェットピッチャー 

（Bタイプ） スモークブラウン 1.2ℓ
¥4,600 

（13×18×25） 

8-1123-1717 R-17-40
ポリカーボネイト 
ノンウェットピッチャー 

（Bタイプ） スモークブラウン 1.7ℓ
¥5,050 

（13×19.5×28.5） 

8-1123-1818 R-17-41
保冷ピッチャー 
ブラウン
¥3,320 （13.5φ×26）1.7ℓ 
断熱材使用（耐熱60℃）

8-1123-1919 R-17-42
保冷ピッチャー 
グリーン
¥3,320 （13.5φ×26）1.7ℓ 
断熱材使用（耐熱60℃）

8-1123-2020 R-17-43
10770 アクリル製
ジュースピッチャー
¥8,700 （26×29）3ℓ 

8-1123-2121 R-17-44
スタッキング ウォーターピッチャー 角型
¥3,300 （11.6×11×25）1.8ℓ  メタクリル樹脂

8-1124-11 R-17-45
ウォーターピッチャー

（蓋付） レッド
¥4,700 

（15φ×22.6）2.2ℓ 
蓋 ステンレス、本体 MS樹脂

8-1124-22 R-17-46
ウォーターピッチャー

（蓋付） オレンジ
¥4,700 

（15φ×22.6）2.2ℓ 
蓋 ステンレス、本体 MS樹脂

8-1124-33 R-17-47
ウォーターピッチャー

（蓋付） パープル
¥4,700 

（15φ×22.6）2.2ℓ 
蓋 ステンレス、本体 MS樹脂

8-1124-44 R-17-48
アクリル ウォーターピッチャー
 AYC5APC-1
¥5,320 

（17φ×29）3ℓ 

8-1124-55 R-17-49
アクリル ウォーターピッチャー 
AYC5BPC-1
¥4,620 

（15φ×27）1.9ℓ 

8-1124-77 R-17-51
ポリカーボネイト ウォーターポット ブラウン1.3ℓ
¥2,900 （16×8.5×20.5） 

8-1124-88 R-17-52
ポリカーボネイト ウォーターポット ブラウン2.2ℓ
¥3,180 （18×10×23） 

8-1124-99 R-17-53
ポリカーボネイト ウォーターポット クリア1.3ℓ
¥2,900 （16×8.5×20.5） 

8-1124-1010 R-17-54
ポリカーボネイト ウォーターポット クリア2.2ℓ
¥3,180 （18×10×23） 

8-1124-1515 R-17-55
ウォーターピッチャー 
ステンリッド 1.4ℓ
¥3,520
 （13.3φ×20.6） 
蓋 ステンレス、本体 SAN樹脂

8-1124-1616 R-17-56
ウォーターピッチャー 
ステンリッド 2.1ℓ
¥4,000 

（15.2φ×23.3） 
蓋 ステンレス、本体 SAN樹脂

8-1124-1717 R-17-60
アクリル ウォーターピッチャー 
AYC1BPT-1
¥3,100 （15φ×23）2.2ℓ 

8-1124-1818 R-17-61
メタクリル ウォーターピッチャー 
M4PT-1
¥3,500 （17φ×26）2ℓ 

8-1124-1919 R-17-62
アクリル ウォーターピッチャー 
1.9ℓ
¥6,400 （15φ×25） （氷止め付）

8-1124-2020 R-17-63
アクリル ウォーターピッチャー 
2.2ℓ
¥6,500 （14φ×25） （氷止め付）

8-1124-66 R-17-50
アイスドカラフェ IC-800
¥4,150 （10.2φ×29.9）0.8ℓ アクリル製

●二重構造
※アルコール類でのご使用はできません。

＊この頁の商品は掛率が異なりますのでご注意下さい。 ※アルコール類での使用はできません。 ＊この頁の商品は掛率が異なりますのでご注意下さい。 ※アルコール類での使用はできません。

※材質 ポリエチレン樹脂（耐熱温度80℃ 耐冷温度-30℃）

8-1124-1111 R-10-41
  PC   ピッチャー 1ℓ
¥2,400 

（16.3×19 内寸10.7φ） 梱30

8-1124-1212 R-10-42
  PC   ピッチャー 2ℓ
¥2,700 

（18.8×24.8 内寸12.3φ） 梱30

8-1124-1313 R-15-86
  PC   ウォーターピッチャー 2.3ℓ
クリア 抗菌剤入
¥3,100 （19×13×22.5） 

8-1124-1414 R-15-87
  PC   ウォーターピッチャー 2.3ℓ
スモーク 抗菌剤入
¥3,100 （19×13×22.5） 

8-1124-2121 H-79-87
  PC   ウォーターピッチャー
受皿（丸）
¥900

（15φ×2.5 内寸12.9φ×1）

8-1124-2222 R-17-77
  ポリスチレン   ウォーター
ピッチャー受皿（角）
¥650

（14.8×14.8×2.２ 
  内寸13.2×13.2）
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