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8-1264-11  シンガーニトリルディスポグローブ 
  SS〜L 100入（合成ゴム 0.09mm）
 R-11-40 粉付 ホワイト  ¥2,350	梱20
 R-11-41 粉付 ブルー  ¥2,350	梱20
 R-11-42 パウダーフリー ホワイト  ¥2,550	梱20
 R-11-43 パウダーフリー ブルー ¥2,550	梱20

8-1264-12  シンガーニトリルディスポ  
  SS〜LL 100入（合成ゴム 0.12mm）
 R-11-44 粉付 ホワイト  ¥2,850	梱20
 R-11-45 粉付 ブルー  ¥2,850	梱20
 R-11-46 PF ホワイト  ¥3,500	梱20
 R-11-47 PF ブルー ¥3,500	梱20

8-1264-13  シンガーポリグローブ ソフト  
  SS〜L 100枚入ポリエチレン
 R-11-48 袋入 クリア  ¥710	梱50
 R-11-49 袋入 ﾌﾞﾙｰ  ¥710	梱50
 R-11-50 箱入 クリア ¥780	梱40
 R-11-51 箱入 ピンク  ¥780	梱40
 R-11-52 箱入 ﾌﾞﾙｰ   ¥780	梱40

8-1264-14  ベンリーエプロン 50枚入PEエンボス
 R-11-53 S ホワイト ¥3,400 （70×110）	梱16
 R-11-54 S ピンク  ¥3,700 （70×110）	梱16
 R-11-55 S ブルー  ¥3,700 （70×110）	梱16
 R-11-56 M ホワイト  ¥4,050 （70×135）	梱12
 R-11-57 M ピンク  ¥4,300 （70×135）	梱12
 R-11-58 M ブルー  ¥4,300 （70×135）	梱12

8-1264-15   PP不織布
  エプロン「ピュア」 
  30枚入
 R-11-59 ホワイト  
	 	 ¥990梱50
 R-11-60 ブラック  
	 	 ¥1,070梱50

8-1264-16  サンフィールポリエチレン手袋  
  3S〜L 100枚入ポリエチレン
 R-11-61 袋入 クリア  ¥750	梱50
 R-11-62 袋入 ブルー  ¥750	梱50
 R-11-63 箱入 クリア  ¥840	梱50

8-1264-9 R-11-38
キッチンタオル 
銀の力 ブルー
¥500 （35×36）	梱300

8-1264-10 R-11-39
軍手（特紡日本一エコマーク） 
12枚入（ポリエステル・綿）
¥1,500 	梱60

8-1264-1 R-11-30
ZO-610-100（薄手小） 
100枚入
¥9,000 （35×61）	梱6

8-1264-2 R-11-31
ZR-610-50（薄手大） 
50枚入
¥8,000 （61×61）	梱6

8-1264-3 R-11-32
ZO-1020-60（厚手小） 
60枚入
¥8,100 （35×61）	梱6

8-1264-4 R-11-33
ZR-1020-30（厚手大） 
30枚入
¥7,000 （61×61）	梱6

8-1264-5 R-11-34
XNI-1500-40PW（重タイプ） 
40枚入
¥7,000 （30×34）	梱12

8-1264-7 R-11-36
キッチンタオル 
銀の力 ピンク
¥500 （35×36）	梱300

8-1264-8 R-11-37
キッチンタオル 
銀の力 ホワイト
¥500 （35×36）	梱300

8-1264-17    PET   すし桶カバー 透明 
 R-11-64 尺1寸用 T1W  ¥2,050	 梱50
 R-11-65 尺2寸用 T2W  ¥2,250	 梱40
 R-11-66 尺3寸用 T3WF  ¥2,350	 梱40
 R-11-67 尺1寸用 T1F  ¥2,750	 梱50
 R-11-68 尺2寸用 T2F  ¥3,000 梱40
 R-11-69 尺3寸用 T3F  ¥3,150 梱40

8-1264-6 R-11-35
ZNI-1500-40PW（重タイプ） 
40枚入
¥10,500 （30×61）	梱6

すし桶カバー

クラフレックス［レーヨン不織布］カウンタークロス

スタッキングOK

キッチンタオル
［綿100％］

●高級ポリマーによりドリップを
　吸収します。
●トレータイプの吸水性を考え
　た構造がトレー内のドリップ
　を給水保持し、清潔感、新鮮
　度を維持させます。
●高級食材の鮮やかな赤身やうまみを保つため、マグロ・牛肉ブロックの
　保存には欠かせません。

鮮度長持ち！

8-1263-9 R-11-21
キッチンクロス
ミシン目 ホワイト 150枚入
¥2,400 （28×24）	梱10

8-1263-10 R-11-25
スリッパ 116 ホワイト 
300足入 ポリプロ不織布
¥44,000 （27.5）	梱1

8-1263-11 R-11-26
スリッパ 120N ホワイト 
200足入 ポリエステルニット
¥45,000 （27）	梱1

8-1263-12 R-11-27
スリッパ 120P ホワイト 
200足入 ポリエステルニット
¥46,000 （27）	梱1

8-1263-13 R-11-28
スリッパ 125 ホワイト 
200足入 ポリエステルパイル
¥49,000 （27）	梱1

8-1263-14 R-11-29
スリッパ 130 ホワイト 
100足入 ポリエステルニット
¥49,000 （28.5）	梱1

8-1263-1  トレーマット 100枚入
 R-10-97 ホワイト （小）  ¥2,700 （6×12）	梱15
 R-10-98 ホワイト （中）  ¥3,200 （7×16）	梱16
 R-10-99 ホワイト （大）  ¥4,500 （9×16）	梱12
 R-11-1 グリーン （中）  ¥5,000 （7×16）	梱16
 R-11-2 グリーン （大）  ¥6,900 （9×16）	梱12

8-1263-4  フリースマット ホワイト 
 R-11-3 （ミニ） 500枚入  ¥1,600 （6.5×12）	梱32
 R-11-4 （小） 500枚入  ¥2,200 （6.5×16）	梱20
 R-11-5 （中） 500枚入  ¥2,700 （8×16）	 梱16
 R-11-6 （大） 50枚入  ¥1,200 （18×28）	 梱28
 R-11-7 （特大） 50枚入  ¥1,750 （25×30）	 梱20
 R-11-8 （極大） 50枚入  ¥2,150 （28×37）	 梱20

8-1263-5  ライスガード ホワイト 250枚入
 R-11-22 5㎏用  ¥45,000 （40×33×45）	梱1
 R-11-23 10㎏用  ¥48,000 （40×33×50）	梱1
 R-11-24 15㎏用  ¥57,000 （40×33×60）	梱1

スリッパ

8-1263-7  料理の達人 ロールタイプ 
 R-11-17 M 130枚入 
	 	 ¥2,400.（27.5×24）梱24
 R-11-18 L 130枚入 
	 	 ¥3,000 （38.5×24）梱24

8-1263-8  料理の達人 シートタイプ 
 R-11-19 A 1000枚入 
	 	 ¥185,000（45×50）梱1
 R-11-20 B 500枚入 
	 	 ¥185,000（45×100）梱1

料理の達人［不織布］

キッチンクロス

ライスガード

フリースマット

トレーマット

8-1263-6  フレッシーマット
  ホワイト 2000枚入
 R-11-14 （小） 
	 	 ¥17,000（7×8）梱5
 R-11-15 （中） 
	 	 ¥13,500（7×13）梱5
 R-11-16 （大）
	 	 ¥15,000（7×16）梱5

フレッシュシート

8-1263-3  フレッシーマット
  ホワイト
 R-11-12  （小） 500枚入
	 	 ¥47,000（25×33）梱1
 R-11-13  （大） 250枚入 
  ¥44,000（33×50）梱1

ドリップシート

8-1263-2  フレッシーマット
  ホワイト 500枚入
 R-11-9 （小）  
	 	 ¥2,700 （6.5×12）梱24
 R-11-10 （中） 
	 	 ¥3,050 （6.5×16）梱20
 R-11-11 （大）
	 	 ¥4,700 （8×16）梱16

フレッシーマット

●幅広く使用されている、安全で
　環境にやさしいマットです。
●肉や魚のドリップに。また、お総
　菜の油・煮汁にも効果的な万能
　タイプ。
●カラーはホワイト・グリーンの2色
　あります。

●超親油性の不織布シートが、お総菜の油・水分をスピーディに
　吸収します。
●揚げ物の味覚に欠かせない、カラッとした食感を一層高めます。

●逆流防止透水フィルム+高吸収
　不織布の2層マットで食材の鮮
　度を保ちます。
●優れた吸水速度・吸水力・保水力
　を発揮します。
●フィルム面はいつもすっきり。
　ドリップが見えません。

●高吸収ポリマーが強力にドリップ
　を吸収します。
●ドリップの多い食材に最適の
　マットです。
●高級食材の鮮やかな赤味やうまみ
　を保つため、マグロ・牛肉ブロック
　の保存には欠かせません。

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

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




