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8-497-4 M-16-58
  PP   樹脂バスケット 
小判細型 白
¥2,450
 （27×10×5） 梱60

8-497-5 M-16-59
  PP   樹脂バスケット 
小判細型 茶
¥2,450
 （27×10×5） 梱60

8-497-6 M-16-60
  PP   樹脂バスケット 
小判細型 こげ茶
¥2,450 

（27×10×5） 梱60

8-497-7 M-16-61
  PP   樹脂バスケット
長角細型 白
¥2,450

（27×10×5） 梱60

8-497-8 M-16-62
  PP   樹脂バスケット 
長角細型 茶
¥2,450 

（27×10×5） 梱60

8-497-9 M-16-63
 PP   樹脂バスケット 
長角細型 こげ茶
¥2,450 

（27×10×5） 梱60

8-497-10 M-16-64
  PP   樹脂バスケット 
長角20cm 白
¥2,150 

（20×15×5） 梱60

8-497-11 M-16-65
  PP   樹脂バスケット  
長角20cm 茶
¥2,150 

（20×15×5） 梱60

8-497-12 M-16-66
  PP   樹脂バスケット  
長角20cm こげ茶
¥2,150 

（20×15×5） 梱60

8-497-13 M-16-49
  PP   樹脂バスケット 
小判24cm 白
¥2,500 

（24×16×7） 梱50

8-497-14 M-16-50
  PP   樹脂バスケット 
小判24cm 茶
¥2,500 

（24×16×7） 梱50

8-497-15 M-16-51
  PP   樹脂バスケット 
小判24cm こげ茶
¥2,500 

（24×16×7） 梱50

8-497-16 M-26-43
  PP   樹脂太渕傾斜型（大）ステンレス枠付 茶 
¥28,000 （60×45×12） 梱10

8-497-17 M-26-44
  PP   樹脂太渕傾斜型（大）ステンレス枠付 黒 
¥28,000 （60×45×12） 梱10

8-497-1    PP   樹脂バスケット 
  舟型 白
 M-16-43 （小） ¥2,650
  （26×16×8） 梱40

 M-16-46 （大） ¥3,200 
  （30×20×10） 梱40

8-497-2    PP   樹脂バスケット 
  舟型 茶
 M-16-44 （小） ¥2,650
  （26×16×8） 梱40

 M-16-47 （大） ¥3,200 
  （30×20×10） 梱40

8-497-18    PP   樹脂太渕傾斜型（小）ステンレス枠付
 M-26-45 茶 ¥13,000 （45×30×11） 梱20

 M-26-46 黒 ¥13,000 （45×30×11） 梱20

8-497-3    PP   樹脂バスケット 
  舟型 こげ茶
 M-16-45 （小） ¥2,650
  （26×16×8） 梱40

 M-16-48 （大） ¥3,200 
  （30×20×10） 梱40

8-497-19    PP   樹脂太渕ディスプレイかご（大）枠付
 M-26-47 茶 ¥12,000 （44.5×29.5×9.5） 梱20

 M-26-48 黒 ¥12,000 （44.5×29.5×9.5） 梱20

8-497-20    PP   樹脂太渕ディスプレイかご（特大）枠付
 M-26-49 茶 ¥22,000 （59.5×44.5×9.5） 梱10

 M-26-50 黒 ¥22,000 （59.5×44.5×9.5） 梱10

8-497-21    PP   樹脂太渕ディスプレイかご（小）枠付
 M-26-51 茶 ¥7,800 （29.5×22.5×8）梱40

 M-26-52 黒 ¥7,800 （29.5×22.5×8）梱40

8-497-22    PP   樹脂太渕ディスプレイかご角 枠付
 M-26-53 茶 ¥8,500 （29×29×8）梱30

 M-26-54 黒 ¥8,500 （29×29×8）梱30

8-497-23    PP   樹脂太渕ディスプレイかご（中）枠付
 M-26-55 茶 ¥10,500 （39.5×39.5×9.5）梱20

 M-26-56 黒 ¥10,500 （39.5×39.5×9.5）梱20

8-498-9 Ｍ-26-88
  PP   樹脂ダストＢＯＸ 
ステンレス枠
¥6,000 （26.5φ×27） 梱10

8-498-10 Ｍ-26-89
  PP   樹脂かご丸 40㎝ 
ステンレス枠
¥11,500 （40φ×27） 梱10

8-498-12 Ｍ-26-90
  PP   樹脂深型バスケット手付き（大） 
ステンレス枠
¥16,000 （45φ×43） 梱5

8-498-11 Ｍ-26-91
  PP   樹脂深型バスケット手付き（小） 
ステンレス枠
¥12,800 （38φ×40） 梱5

樹脂バスケット 小判細型

8-498-1    PP   樹脂ダンベイ（浅） 
  白 スチール枠
 Ｍ-26-57 30㎝ ¥10,600 
  （30×24×4）梱30

 Ｍ-26-58 40㎝ ¥11,200 
  （40×30×4）梱20

 Ｍ-26-59 45㎝ ¥11,800 
  （45×30×4）梱20

 Ｍ-26-60 60㎝ ¥12,800 
  （60×45×4）梱10

8-498-7    PP   樹脂ダンベイ（浅） 
  茶 スチール枠
 Ｍ-26-82 30㎝ ¥10,600
  （30×24×4）梱30

 Ｍ-26-83 40㎝ ¥11,200
  （40×30×4）梱20

 Ｍ-26-84 45㎝ ¥11,800
  （45×30×4）梱20

 Ｍ-26-85 60㎝ ¥12,800
  （60×45×4）梱10

8-498-8    PP   樹脂脱衣かご 
  ステンレス枠
 Ｍ-26-87 （小） ¥20,400
  （50×38×15） 梱10

 Ｍ-26-86 （大） ¥22,200
  （55×38×15） 梱10

8-498-2    PP   樹脂ダンベイ（深） 
  白 スチール枠
 Ｍ-26-61 30㎝ ¥11,300 
  （30×24×8）梱30

 Ｍ-26-62 40㎝ ¥12,100 
  （40×30×8）梱20

 Ｍ-26-63 45㎝ ¥12,300 
  （45×30×8）梱20

 Ｍ-26-64 60㎝ ¥13,300 
  （60×45×8）梱10

8-498-6    PP   樹脂ダンベイ（深） 
  茶 スチール枠
 Ｍ-26-78 30㎝ ¥11,300
  （30×24×8）梱30

 Ｍ-26-79 40㎝ ¥12,100
  （40×30×8）梱20

 Ｍ-26-80 45㎝ ¥12,300
  （45×30×8）梱20

 Ｍ-26-81 60㎝ ¥13,300
  （60×45×8）梱10

8-498-3    PP   樹脂蓑 
  白 アルミ枠
 Ｍ-26-65 （ミニ）  ¥16,200
  （30×30×12）梱30

 Ｍ-26-66 （小）  ¥16,700
  （40×30×12）梱20

 Ｍ-26-67 （中）  ¥17,400
  （40×40×16）梱20

 Ｍ-26-68 （大）  ¥18,600
  （45×45×18）梱10

 Ｍ-26-69 （特大） ¥19,300
  （60×45×18）梱10

8-498-5    PP   樹脂蓑 
  茶 アルミ枠
 Ｍ-26-73 （ミニ）   ¥16,200
  （30×30×12）梱30

 Ｍ-26-74 （小）  ¥16,700
  （40×30×12）梱20

 Ｍ-26-75 （中）  ¥17,400
  （40×40×16）梱20

 Ｍ-26-76 （大）  ¥18,600
  （45×45×18）梱10

 Ｍ-26-77 （特大）  ¥19,300
  （60×45×18）梱10

8-498-4    PP   樹脂丸ザル 
  茶 アルミ枠
 Ｍ-26-70 30㎝ ¥10,500
  （30φ×8）梱30

 Ｍ-26-71 40㎝ ¥12,100
  （40φ×8）梱20

 Ｍ-26-72 45㎝ ¥13,300
  （45φ×8）梱10

樹脂バスケット 長角20cm

樹脂太渕傾斜型（大）ステンレス枠付

樹脂太渕傾斜型（小）ステンレス枠付 樹脂太渕ディスプレイかご（大）枠付

樹脂太渕ディスプレイかご角 枠付樹脂太渕ディスプレイかご（小）枠付

樹脂太渕ディスプレイかご（特大）枠付

樹脂太渕ディスプレイかご（中）枠付

樹脂バスケット 舟型

樹脂バスケット 長角細型

樹脂バスケット 小判24cm
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