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8-495-5 			PP			PPバスケットテーブルトレー	ダークブラウン
	 M-26-3	（大）		¥4,200
  （40×30×4）	 梱30

	 M-26-4	（小）		¥3,350
  （30×20×4）	 梱40

8-495-6 			PP			PPバスケットテーブルトレー	ブラック
	 M-26-5	（大）		¥4,200
  （40×30×4）	 梱30

	 M-26-6	（小）		¥3,350
  （30×20×4）	 梱40

8-495-7 			PP			PPバスケット	オーバル
	 M-26-7	（小）		¥2,200 （22×14×7）	梱40
	 M-26-8	（中）	¥2,700 （25×16×7）	梱30
	 M-26-9	（大）		¥3,200 （30×18×10）	梱20

8-495-9 			PP			PPバスケットボウル		
	 	 ナチュラル
	M-26-10	（小）		¥3,850
  （24φ×10）梱30

	M-26-13	（大）		¥5,550
  （30φ×12）梱20

8-495-11 			PP			PPバスケットボウル
	 	 ブラック
	M-26-12	（小）		¥3,850
  （24φ×10）梱30

	M-26-15	（大）		¥5,550
  （30φ×12）梱20

8-495-10 			PP			PPバスケットボウル
	 	 ダークブラウン
	M-26-11	（小）		¥3,850
  （24φ×10）梱30

	M-26-14	（大）		¥5,550
  （30φ×12）梱20

8-495-4 			PP			PPバスケットテーブルトレー	ナチュラル
	 M-26-1	（大）		¥4,200
  （40×30×4）	 梱30

	 M-26-2	（小）		¥3,350
  （30×20×4）	 梱40

8-496-1 			PP			樹脂バスケット長角	白
	M-16-73	 40㎝（深）	¥8,600 （40×30×10）	梱20
	M-16-67	 30㎝		 ¥3,350 （30×20×6）	 梱40

8-495-12 			PP			PP新ビール運び	
	M-26-17	 6本用		¥7,300
  （28×20.5×40）	梱6

	M-26-18	 4本用		¥5,850
  （20.5×20.5×40）	梱8

8-496-2 			PP			樹脂バスケット長角	こげ茶
	M-16-75	 40㎝（深）	¥8,600 （40×30×10）	 梱20
	M-16-69	 30㎝		 ¥3,350 （30×20×6）	 梱40

8-496-3 			PP			樹脂バスケット長角	茶
	M-16-74	 40㎝（深）	¥8,600 （40×30×10）	梱20
	M-16-68	 30㎝		 ¥3,350 （30×20×6）	 梱40

8-495-13 			PP			樹脂フランスパン
	 	 スタンド前開き	茶
	M-26-19	（小）	¥21,000
  （35×30×30）梱8

	M-26-20	（大）	¥26,000
  （40×35×40）梱8

8-495-14 			PP			樹脂フランスパン
	 	 スタンド丸	茶
	M-26-21	（小）	¥18,000
  （30φ×30）梱8

	M-26-22	（大）	¥22,500
  （35φ×40）梱8

8-495-15 			PP			樹脂フランスパン	
	 	 スタンド角	白
	M-26-23	（小）	¥19,000
  （35×30×30）梱8

	M-26-24	（大）	¥24,500
  （40×30×40）梱8

8-495-16 			PP			樹脂フランスパン
	 	 スタンド前開き	白
	M-26-25	（小）	¥21,000
  （35×30×30）梱8

	M-26-26	（大）	¥26,000
  （40×35×40）梱8

8-495-17 			PP			樹脂フランスパン
	 	 スタンド丸	白
	M-26-27	（小）	¥18,000
  （30φ×30）梱8

	M-26-28	（大）	¥22,500
  （35φ×40）梱8

8-495-18 			PP			樹脂フランスパン
	 	 スタンド角	茶
	M-26-29	（小）	¥19,000
  （35×30×30）梱8

	M-26-30	（大）	¥24,500
  （40×30×40）梱8

8-496-11 			PP			樹脂バスケット小判	白
	M-16-52	 30㎝		 ¥3,200 （30×20×7）	梱40
	M-16-55	 40㎝		 ¥6,200 （40×28×8）	梱20
	M-26-37	 45㎝	 ¥7,800 （45×30×9）	梱20
	M-26-38	 60㎝	 ¥14,000 （60×45×9）	梱10

8-496-12 			PP			樹脂バスケット小判	こげ茶
	M-16-54	 30㎝		 ¥3,200 （30×20×7）	梱40
	M-16-57	 40㎝		 ¥6,200 （40×28×8）	梱20
	M-26-39	 45㎝		 ¥7,800 （45×30×9）	梱20
	M-26-40	 60㎝		¥14,000 （60×45×9）	梱10

8-496-13 			PP			樹脂バスケット小判	茶
	M-16-53	 30㎝	 ¥3,200 （30×20×7）	梱40
	M-16-56	 40㎝		 ¥6,200 （40×28×8）	梱20
	M-26-41	 45㎝		 ¥7,800 （45×30×9）	梱20
	M-26-42	 60㎝		¥14,000 （60×45×9）	梱10

8-495-8 M-26-16
		PP			PPバスケットテーブルトレー丸	
ナチュラル
¥6,400 （50φ×4）	梱10

8-495-19 M-26-31
		PP			樹脂丸斜め型バスケット手付き
（小）	茶
¥11,000 （36×36×15）	梱15

8-495-20 M-26-32
		PP			樹脂丸斜め型バスケット手付き
（大）	茶
¥16,000 （45×42×20）	梱10

8-495-1
M-25-97

		PP			PPバスケットカトラリー角長
ナチュラル
¥2,400 
（27.5×11×5.5）	梱40

8-495-2
M-25-98

		PP			PPバスケットカトラリー角長
ダークブラウン
¥2,400 
（27.5×11×5.5）	梱40

8-495-3
M-25-99

		PP			PPバスケットカトラリー角長
ブラック
¥2,400 
（27.5×11×5.5）	梱40

8-496-4 M-16-70
		PP			PP樹脂バスケット長角40cm（浅）	白
¥5,850 （40×30×4）	梱30

8-496-7 M-26-33
		PP			樹脂バスケット角30cm（浅）
白
¥4,500 （30×30×4）	梱30

8-496-5 M-16-72
		PP			PP樹脂バスケット長角40cm（浅）	こげ茶
¥5,850 （40×30×4）	梱30

8-496-8 M-26-34
		PP			樹脂バスケット角30cm（浅）
こげ茶
¥4,500 （30×30×4）	梱30

8-496-6 M-16-71
		PP			PP樹脂バスケット長角40cm（浅）	茶
¥5,850 （40×30×4）	梱30

8-496-9 M-26-35
		PP			樹脂バスケット角30cm（浅）
茶
¥4,500 （30×30×4）	梱30

8-496-10 M-26-36
フレキシブルスタンド
¥4,100 
（41.5×22×18.5）	梱20

PPバスケットカトラリー角長 PPバスケットテーブルトレー PP樹脂バスケット

PP樹脂バスケット長角40cm（浅）

PP樹脂バスケット角30cm（浅）

PP樹脂バスケット

PPバスケット 

PPバスケットボウル

樹脂フランスパンスタンド

樹脂丸斜め型バスケット手付き

食洗機対応で洗えるバスケット。
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