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クルールボウル・クルールプレート・クルールタンブラー［洗浄機対応］ ジャンボコップ・スタックカップ

8-1117-11  H-70-75
  AS   クルールボウル（S）
クリアピンク 
¥670 

（12.5φ×6.9 500cc）　梱50

8-1117-55  H-70-79
  AS   クルールボウル（L） 

クリアピンク  
¥1,080 

（16.5φ×8.9 1180cc）　梱50

8-1117-6  H-70-80
  AS   クルールボウル（L） 

クリアオレンジ  
¥1,080 

（16.5φ×8.9 1180cc）　梱50

8-1117-77  H-70-81
  AS   クルールボウル（L） 

クリアグリーン  
¥1,080 

（16.5φ×8.9 1180cc）　梱50

8-1117-88  H-70-82
  AS   クルールボウル（L） 

クリアサックス  
¥1,080 

（16.5φ×8.9 1180cc）　梱50

8-1117-99  H-70-83
  AS   クルールプレート 
クリアピンク 
¥1,170 （24φ×2.4）　梱50

8-1117-1010  H-70-84
  AS   クルールプレート 
クリアオレンジ 
¥1,170 （24φ×2.4）　梱50

8-1117-1111  H-70-85
  AS   クルールプレート 
クリアグリーン
¥1,170 （24φ×2.4）　梱50

8-1117-1212  H-70-86
  AS   クルールプレート 
クリアサックス  
¥1,170 （24φ×2.4）　梱50

8-1117-22  H-70-76
  AS   クルールボウル（S）
クリアオレンジ 
¥670 

（12.5φ×6.9 500cc）　梱50

8-1117-33  H-70-77
  AS   クルールボウル（S）
クリアグリーン 
¥670 

（12.5φ×6.9 500cc）　梱50

8-1117-44  H-70-78
  AS   クルールボウル（S） 
クリアサックス  
¥670 

（12.5φ×6.9 500cc）　梱50

8-1117-1616  H-70-90
  AS   クルールタンブラー 

クリアサックス 
¥730

（8.7φ×12.4 450cc）　梱50

8-1117-1515  H-70-89
  AS   クルールタンブラー 

クリアグリーン 
¥730 

（8.7φ×12.4 450cc）　梱50

8-1117-1414  H-70-88
  AS   クルールタンブラー 

クリアオレンジ  
¥730 

（8.7φ×12.4 450cc）　梱50

8-1117-1313  H-70-87
  AS   クルールタンブラー 

クリアピンク  
¥730 

（8.7φ×12.4 450cc）　梱50
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8-1118-11   H-71-55
   スチロール   ジャンボコップ 
ピンク
¥470 （9φ×12×9　360cc） 梱240

8-1118-99   H-71-61
  PET   スタックカップ（小） ブルー 
¥900 （11.5φ×4.4） 梱200

8-1118-1515   H-71-64
  PET   スタックカップ（大） ブルー 
¥1,150 （11.5φ×4.4） 梱150

8-1118-1010   H-71-62
  PET   スタックカップ（小） イエロー 
¥900 （11.5φ×4.4） 梱200

8-1118-1616   H-71-65
  PET   スタックカップ（大） イエロー 
¥1,150 （11.5φ×4.4） 梱150

8-1118-1111   H-71-63
  PET   スタックカップ（小） レッド 
¥900 （11.5φ×4.4） 梱200

8-1118-1717   H-71-66
  PET   スタックカップ（大） レッド 
¥1,150 （11.5φ×4.4） 梱150

8-1118-66   H-71-60
   ポリエチレン   スタックカップ 蓋 
¥330 （12φ×12.5×1） 梱400

8-1118-1212   H-71-60
   ポリエチレン   スタックカップ 蓋 
¥330 （12φ×12.5×1） 梱400

8-1118-77   H-71-60
   ポリエチレン   スタックカップ 蓋 
¥330 （12φ×12.5×1） 梱400

8-1118-1313   H-71-60
   ポリエチレン   スタックカップ 蓋 
¥330 （12φ×12.5×1） 梱400

8-1118-88   H-71-60
   ポリエチレン   スタックカップ 蓋 
¥330 （12φ×12.5×1） 梱400

8-1118-1414   H-71-60
   ポリエチレン   スタックカップ 蓋 
¥330 （12φ×12.5×1） 梱400

8-1118-22   H-71-56
   スチロール   ジャンボコップ 
イエロー
¥470 （9φ×12×9　360cc） 梱240

8-1118-33   H-71-57
   スチロール   ジャンボコップ 
グリーン
¥470 （9φ×12×9　360cc） 梱240

8-1118-44   H-71-58
   スチロール   ジャンボコップ 
ブルー
¥470 （9φ×12×9　360cc） 梱240

8-1118-55   H-71-59
   スチロール   ジャンボコップ 
クリア
¥470 （9φ×12×9　360cc） 梱240
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