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VINYL BAGS
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y!
yumm

LUNCH BOX

TRIO SET

¥1,400

ランチボックス

トリオセット

ZOO FRIENDS...EDL-1409(93309-6)
unit...3 pcs
size...W140×D113×H50mm(360ml)
material...本体・中仕切り：PP 上フタ：AS
止め具：ABS

GOURMET
CAT

WORKING
CARS

ZOO
FRIENDS

CHOPSTICKS AND CASE
箸＆ケース

VINYL BAG(M)
ビニールバッグ (M)

¥580

ZOO FRIENDS...EDL-589(93311-9)
unit...3 pcs
size...W175×D27×H15mm
material...ケース本体：PP
箸・フタ：AS

¥1,500

■GOURMET CAT...EDV-1507(93304-1)
■WORKING CARS..EDV-1508(93306-5)
■ZOO FRIENDS...EDV-1509(93308-9)
unit...3pcs
size...350×D130×H420mm
material... 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、
ポリエステル

MUG CUP
マグカップ

¥480

ZOO FRIENDS...EDL-489(93312-6)
unit...3 pcs
size...φ72×93×H72mm(200ml)
material...PP
VINYL BAG(S)
ビニールバッグ (S)

ポリエステル
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ZOO FRIENDS...EDL-1419(93310-2)
unit...3 pcs
size...W84×D197×H19mm
material...本体：ABS 上フタ：AS
中皿：PP

CANTEEN

¥2,000

直飲み水筒

ZOO FRIENDS...EDL-2009(93313-3)
unit...3 pcs
size...φ85×100×H227mm(600ml)
material...
本体・フード・フタ：PP
プッシュボタン・吊り具：ポリアセタール
フタパッキン・フードパッキン：シリコーンゴム
スプリング・ビス・ピン：ステンレス鋼

LUNCH CLOTH
ランチクロス

¥600

ZOO FRIENDS...EDL-619(93320-1)
unit...3 pcs
size...430×430mm
material...綿100%

¥1,300

■GOURMET CAT...EDV-1307(93303-4)
■WORKING CARS..EDV-1308(93305-8)
■ZOO FRIENDS...EDV-1309(93307-2)
unit...3pcs
size...300×D100×H380mm
material... 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、
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¥1,400

LUNCH BAG
ランチバッグ

¥900

ZOO FRIENDS...EDL-909(93314-0)
unit...3 pcs
size...W274×D114×H156mm
material...綿100%

MUG BAG
マグバッグ

¥600

ZOO FRIENDS...EDL-609(93315-7)
unit...3 pcs
size...W150×D80×H150mm
material... 綿100%
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WORKING CARS GIFT SET
ワーキングカーズギフトセット

WORKING CARS GIFT SET

¥3,000

ワーキングカーズビブ入りギフトセット

WORKING CARS...EDM-3008(92995-2)

¥4,600

WORKING CARS...EDM-4608(92996-9)

unit...3 pcs
size... 箱：360×D80×240mm

unit...3 pcs
size...
箱：360×D80×240mm

セット内容 ... ランチプレート / マグカップ / ボウル / スプーン & フォーク

material... 食器：メラミン樹脂

セット内容 ... ランチプレート / マグカップ / ボウル / スプーン & フォーク / ビブ

material... 食器：メラミン樹脂

ビブ：本体生地・パイピング（ポリエステル 100%）
首部分（綿・ゴム）

ZOO FRIENDS GIFT SET
ズーフレンズ ギフトセット

¥3,000

EDM-3009(93399-7)
unit...3pcs
size... 箱：360×D80×240mm

セット内容 ... ランチプレート / マグカップ / ボウル / スプーン & フォーク

material... 食器：メラミン樹脂

WORKING CARS BOWL
ワーキングカーズ ボウル

ZOO FRIENDS BOWL
ズーフレンズ ボウル

¥680

EDM-688(92895-5)
unit...3 pcs
size... φ105×H45mm(230ml)
material... メラミン樹脂

¥680

■ EDM-689(93318-8)

unit...3pcs
size... φ105×H45mm(230ml)
material... メラミン樹脂

ZOO FRIENDS LUNCH PLATE
ズーフレンズ ランチプレート

WORKING CARS LUNCH PLATE
ワーキングカーズ ランチプレート

¥1,200

¥1,200

■ EDM-1208(92893-1)
unit...3 pcs
size...241×215×H17mm
material... メラミン樹脂

■ EDM-1209(93316-4)

unit...3pcs
size...241×215×H17mm
material... メラミン樹脂

WORKING CARS SPOON AND FORK
ワーキングカーズ スプーン＆フォーク

ZOO FRIENDS SPOON AND FORK
ズーフレンズ スプーン＆フォーク
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¥400

ZOO FRIENDS MUG CUP
ズーフレンズ マグカップ

¥600

■ EDM-409(93319-5)

■ EDM-609(93317-1)

unit...3pcs
size...137×23×H10mm( フォーク )
137×30×H15mm( スプーン )
material... メラミン樹脂

unit...3pcs
size...φ81×H64mm(200ml)
material... メラミン樹脂

¥400

■ EDM-408 (92896-2)

unit...3 pcs
size...137×23×H10mm( フォーク )
137×30×H15mm( スプーン )
material... メラミン樹脂

WORKING CARS MUG CUP
ワーキングカーズ マグカップ

¥600

EDM-608(92894-8)
unit...3 pcs
size...φ81×H64mm(200ml)
material... メラミン樹脂
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GOURMET
CAT
y!
yumm

LUNCH BOX

TRIO SET

¥1,400

ランチボックス

WORKING CARS...EDL-1408(92860-3)
unit...3pcs
size...W140×D113×H50mm(360ml)
material...本体・中仕切り：PP 上フタ：AS
止め具：ABS

CHOPSTICKS AND CASE
箸＆ケース

¥580

WORKING CARS...EDL-588(92862-7)
unit...3pcs
size...W175×D27×H15mm
material...ケース本体：PP
箸・フタ：AS

MUG CUP
マグカップ

¥480

WORKING CARS...EDL-488(92863-4)
unit...3pcs
size...φ72×93×H72mm(200ml)
material...PP

LUNCH BAG
ランチバッグ

¥900

WORKING CARS...EDL-908(92883-2)
unit...3pcs
size...W274×D114×H156mm
material...綿100%
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¥1,400

トリオセット

WORKING CARS...EDL-1418(92861-0)
unit...3pcs
size...W84×D197×H19mm
material...本体：ABS 上フタ：AS
中皿：PP

CANTEEN
直飲み水筒

¥2,000

LUNCH BOX

TRIO SET

¥1,400

ランチボックス

トリオセット

GOURMET CAT...EDL-1407(92732-3)
unit...3 pcs
size...W140×D113×H50mm(360ml)
material...本体・中仕切り：PP 上フタ：AS
止め具：ABS

CHOPSTICKS AND CASE
箸＆ケース

¥580

¥1,400

GOURMET CAT...EDL-1417(92733-0)
unit...3 pcs
size...W84×D197×H19mm
material...本体：ABS 上フタ：AS
中皿：PP

MUG CUP
マグカップ

¥480

unit...3pcs
size...φ85×100×H227mm(600ml)
material...

GOURMET CAT...EDL-587(92734-7)
unit...3 pcs
size...W175×D27×H15mm
material...ケース本体：PP

GOURMET CAT...EDL-487(92735-4)
unit...3 pcs
size...φ72×93×H72mm(200ml)
material...PP

LUNCH CLOTH

LUNCH CLOTH

LUNCH BAG

WORKING CARS...EDL-2008(92864-1)

本体・フード・フタ：PP
プッシュボタン・吊り具：ポリアセタール
フタパッキン・フードパッキン：シリコーンゴム
スプリング・ビス・ピン：ステンレス鋼

ランチクロス

¥600

WORKING CARS...EDL-618(93202-0)
unit...3pcs
size...430×430mm
material...綿100%

MUG BAG
マグバッグ

¥600

WORKING CARS...EDL-608(92884-9)
unit...3pcs
size...W150×D80×H150mm
material...綿100%

箸・フタ：AS

ランチクロス

¥600

GOURMET CAT...EDL-617(93201-3)
unit...3 pcs
size...430×430mm
material...綿100%

MUG BAG
マグバッグ

ランチバッグ

¥900

GOURMET CAT...EDL-907(92772-9)
unit...3 pcs
size...W274×D114×H156mm
material...綿100%

¥600

GOURMET CAT...EDL-607(92773-6)
unit...3 pcs
size...W150×D80×H150mm
material...綿100%
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KIDS APRON
キッズエプロン

¥2,000

■ GOURMET CAT....EDAP-2007(92953-2)
■ WORKING CARS...EDAP-2008(92956-3)
unit...3pcs
size...480×360mm（紐部分含まず）
身長約 100 〜 120cm
material... 本体生地・パイピング：ポリエステル

首部分：ポリエステル・ゴム

KIDS SMOCK
キッズスモック

¥2,000

■ GOURMET CAT....EDSM-2007(92954-9)
■ WORKING CARS...EDSM-2008(92957-0)
unit...3pcs
size...810×335mm( 首周り約 35cm)
material... 本体生地、パイピング：ポリエステル

KIDS BIB
キッズビブ

¥1,400

■ GOURMET CAT....EDB-1407(92955-6)
■ WORKING CARS...EDB-1408(92958-7)
unit...3pcs
size...300×345mm（首周り約 30cm）
material... 本体生地、パイピング：ポリエステル

TOWEL BIB
タオルビブ

¥1,200

■ VEHICLE...EDB-1204(92593-0)
■ ANIMAL....EDB-1205(92594-7)
■ CIRCUS....EDB-1206(92595-4)
unit...3pcs
size...245×350mm
material... 綿 100％
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TOWEL
タオル

¥600

■ CIRCUS....EDT-606(92592-3)
unit...3pcs
size...340×340mm
material... 綿 100％

