
	 	 角型（200枚入）
H-62-5 16角 ¥9,200 （1枚	¥46）	（16×16）
H-62-5A 20角 ¥13,800 （1枚	¥69）	（20×20）
H-62-5B 23角 ¥28,000 （1枚	¥140）	（23×23）
H-62-5C 28角 ¥43,000 （1枚	¥215）	（28×28）
H-62-5D 30角 ¥45,000 （1枚	¥225）	（30×30）
H-62-5E 33角 ¥53,000 （1枚	¥265）	（33×33）

ワサパワー抗菌シート（雲流）

ワサビの辛みと同等成分が抗菌効果を発揮します。
【ご使用方法】
「ワサパワーシート」の印刷面を上に
して食品の上に置き、すぐふたをして
ください。容器はなるべく密閉できる
ものの方が効果的です。
【ご使用上のご注意】
●「ワサパワーシート」は文字が
　読める状態で食品の上に置いて
　ください。
		（ざらざらにした面を下にしてください。）
●繰り返しの使用はできません。
　一端濡れたものは使用できません。
●「ワサパワーシート」には抗菌作
　用はありますが殺菌作用はあり
　ませんのでご使用の際にはご注
　意ください。

ワサパワー 雲流シートワサパワー 雲流シート
8-1245-1

長角型（200枚入） 
¥6,600（1枚	¥33）
（17×11）

8-1245-3
丸型（200枚入） 
¥53,000（1枚	¥265）
（29φ）

H-62-6

H-62-7

8-1245-2

○寿司桶の中に敷いてご使用下さい。
○寿司桶に食品が付くのを防ぎ洗浄が楽になります。
○使い捨てですので、桶を清潔に保ちます。

寿司桶用シート
透明・笹

紙ケース

	 	 寿司桶用シート 透明（500枚入）
 H-13-74 1人用（φ18.3） ¥3,850 （1枚	¥7.7）
 H-13-75 2人用（φ23.8） ¥6,050 （1枚	¥12.1）
 H-13-76 3人用（φ27.3） ¥7,150 （1枚	¥14.3）
 H-13-77 4人用（φ30） ¥7,700 （1枚	¥15.4）
 H-13-78 5人用（φ33.2） ¥8,800 （1枚	¥17.6）
 H-13-79 7人用（φ36.4） ¥10,600 （1枚	¥21.2）
 H-13-80 10人用（φ43） ¥12,650 （1枚	¥25.3）

8-1245-4

  紙ケース　黄（六角柄）（500枚入）
 H-17-42 ①4A （底径φ3×1.5） ¥1,050 （1枚	¥2.1）
 H-17-43 ②4F （底径φ3×2） ¥1,100 （1枚	¥2.2）
 H-17-44 ③5A （底径φ3.5×1.8） ¥1,100 （1枚	¥2.2）
 H-17-45 ④5F （底径φ3.5×2） ¥1,150 （1枚	¥2.3）
 H-17-46 ⑤6A （底径φ4×2） ¥1,700 （1枚	¥3.4）
 H-17-47 ⑥6F （底径φ4×2.5） ¥1,750 （1枚	¥3.5）
 H-17-48 ⑦7A （底径φ4.5×2.2） ¥1,900 （1枚	¥3.8）
 H-17-49 ⑧7F （底径φ4.5×2.7） ¥1,950 （1枚	¥3.9）
 H-17-50 ⑨8A （底径φ5×2.5） ¥2,300 （1枚	¥4.6）
 H-17-51 ⑩8F （底径φ5×3） ¥2,350 （1枚	¥4.7）
 H-17-52 ⑪9A （底径φ5.5×3） ¥2,750 （1枚	¥5.5）
 H-17-53 ⑫9F （底径φ5.5×3.6） ¥2,900 （1枚	¥5.8）

8-1245-6

  フィルムケース 白雲流（薄口）（500枚入）
 H-20-77 ①4A（底径φ3×1.5） ¥3,800 （1枚	¥7.6）
 H-20-78 ②4F（底径φ3×2） ¥3,850 （1枚	¥7.7）
 H-20-79 ③5A（底径φ3.5×1.8） ¥3,900 （1枚	¥7.8）
 H-20-80 ④5F（底径φ3.5×2） ¥3,950 （1枚	¥7.9）
 H-20-81 ⑤6A（底径φ4×2） ¥4,200 （1枚	¥8.4）
 H-20-82 ⑥6F（底径φ4×2.5） ¥4,300 （1枚	¥8.6）
 H-20-83 ⑦7A（底径φ4.5×2.2） ¥4,350 （1枚	¥8.7）
 H-20-84 ⑧7F（底径φ4.5×2.7） ¥4,400 （1枚	¥8.8）
 H-20-85 ⑨8A（底径φ5×2.5） ¥5,400 （1枚	¥10.8）
 H-20-86 ⑩8F（底径φ5×3） ¥6,250 （1枚	¥12.5）
 H-20-87 ⑪9A（底径φ5.5×3） ¥6,750 （1枚	¥13.5）
 H-20-88 ⑫9F（底径φ5.5×3.6） ¥7,000 （1枚	¥14）

8-1246-1

  フィルムケース 白雲流（500枚入）
 H-16-73 ①4A（底径φ3×1.5） ¥4,150 （1枚	¥8.3）
 H-16-74 ②4F（底径φ3×2） ¥4,200 （1枚	¥8.4）
 H-16-75 ③5A（底径φ3.5×1.8） ¥4,250 （1枚	¥8.5）
 H-16-76 ④5F（底径φ3.5×2） ¥4,300 （1枚	¥8.6）
 H-16-77 ⑤6A（底径φ4×2） ¥4,600 （1枚	¥9.2）
 H-16-78 ⑥6F（底径φ4×2.5） ¥4,700 （1枚	¥9.4）
 H-16-79 ⑦7A（底径φ4.5×2.2） ¥4,750 （1枚	¥9.5）
 H-16-80 ⑧7F（底径φ4.5×2.7） ¥4,850 （1枚	¥9.7）
 H-16-81 ⑨8A（底径φ5×2.5） ¥6,000 （1枚	¥12）
 H-16-82 ⑩8F（底径φ5×3） ¥7,000 （1枚	¥14）
 H-16-83 ⑪9A（底径φ5.5×3） ¥7,500 （1枚	¥15）
 H-16-84 ⑫9F（底径φ5.5×3.6） ¥7,750 （1枚	¥15.5）

8-1246-2

  フィルムケース オーロラ（500枚入）
 H-15-96 ①4A（底径φ3×1.5） ¥4,000 （1枚	¥8）
 H-15-97 ②4F（底径φ3×2） ¥4,500 （1枚	¥9）
 H-15-98 ③5A（底径φ3.5×1.8） ¥4,750 （1枚	¥9.5）
 H-15-99 ④5F（底径φ3.5×2） ¥5,250 （1枚	¥10.5）
 H-16-1 ⑤6A（底径φ4×2） ¥5,400 （1枚	¥10.8）
 H-16-2 ⑥6F（底径φ4×2.5） ¥5,500 （1枚	¥11）
 H-16-3 ⑦7A（底径φ4.5×2.2） ¥6,500 （1枚	¥13）
 H-16-4 ⑧7F（底径φ4.5×2.7） ¥7,500 （1枚	¥15）
 H-16-5 ⑨8A（底径φ5×2.5） ¥7,900 （1枚	¥15.8）
 H-16-6 ⑩8F（底径φ5×3） ¥8,100 （1枚	¥16.2）
 H-16-7 ⑪9A（底径φ5.5×3） ¥8,250 （1枚	¥16.5）
 H-16-8 ⑫9F（底径φ5.5×3.6） ¥8,500 （1枚	¥17）

8-1246-3

  紙ケース　黄緑（縦線柄）（500枚入）
 H-17-54 ①4A （底径φ3×1.5）
    ¥1,050 （1枚	¥2.1）
 H-17-55 ②4F （底径φ3×2）
    ¥1,100 （1枚	¥2.2）
 H-17-56 ③5A （底径φ3.5×1.8）
    ¥1,100 （1枚	¥2.2）
 H-17-57 ④5F （底径φ3.5×2）
    ¥1,150 （1枚	¥2.3）
 H-17-58 ⑤6A （底径φ4×2）
    ¥1,700 （1枚	¥3.4）
 H-17-59 ⑥6F （底径φ4×2.5）
    ¥1,750 （1枚	¥3.5）
 H-17-60 ⑦7A （底径φ4.5×2.2）
    ¥1,900 （1枚	¥3.8）
 H-17-61 ⑧7F （底径φ4.5×2.7）
    ¥1,950 （1枚	¥3.9）
 H-17-62 ⑨8A （底径φ5×2.5）
    ¥2,300 （1枚	¥4.6）
 H-17-63 ⑩8F （底径φ5×3）
    ¥2,350 （1枚	¥4.7）
 H-17-64 ⑪9A （底径φ5.5×3）
    ¥2,750 （1枚	¥5.5）
 H-17-65 ⑫9F （底径φ5.5×3.6）
    ¥2,900 （1枚	¥5.8）

8-1245-7   紙ケース　水色（波柄）（500枚入）
 H-17-66 ①4A （底径φ3×1.5）
    ¥1,050 （1枚	¥2.1）
 H-17-67 ②4F （底径φ3×2）
    ¥1,100 （1枚	¥2.2）
 H-17-68 ③5A （底径φ3.5×1.8）
    ¥1,100 （1枚	¥2.2）
 H-17-69 ④5F （底径φ3.5×2）
    ¥1,150 （1枚	¥2.3）
 H-17-70 ⑤6A （底径φ4×2）
    ¥1,700 （1枚	¥3.4）
 H-17-71 ⑥6F （底径φ4×2.5）
    ¥1,750 （1枚	¥3.5）
 H-17-72 ⑦7A （底径φ4.5×2.2）
    ¥1,900 （1枚	¥3.8）
 H-17-73 ⑧7F （底径φ4.5×2.7）
    ¥1,950 （1枚	¥3.9）
 H-17-74 ⑨8A （底径φ5×2.5）
    ¥2,300 （1枚	¥4.6）
 H-17-75 ⑩8F （底径φ5×3）
    ¥2,350 （1枚	¥4.7）
 H-17-76 ⑪9A （底径φ5.5×3）
    ¥2,750 （1枚	¥5.5）
 H-17-77 ⑫9F （底径φ5.5×3.6）
    ¥2,900 （1枚	¥5.8）

8-1245-8

	 	 寿司桶用シート 笹（500枚入）
 1-471-1 1人用（φ18.3） ¥8,100 （1枚	¥16.2）
 1-471-2 2人用（φ23.8） ¥9,200 （1枚	¥18.4）
 1-471-3 3人用（φ27.3） ¥10,800 （1枚	¥21.6）
 1-471-4 4人用（φ30） ¥11,500 （1枚	¥23）
 1-471-5 5人用（φ33.2） ¥13,600 （1枚	¥27.2）
 1-471-6 7人用（φ36.4） ¥16,900 （1枚	¥33.8）
 1-471-7 10人用（φ43） ¥17,800 （1枚	¥35.6）

8-1245-5

※500 枚単位でお願いします。

※500 枚単位でお願いします。

フィルムケース
白雲流（薄口）

フィルムケース
オーロラ

フィルムケース
白雲流
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懐敷・寿司桶用シート・紙ケース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/




