
89 90

DISNEY / LUNCH SERIES STANDARD WINNIE THE POOH
LUNCH SERIES POOH

BACK

ランチボックス                   
DIC-1401(60284-8)￥1,400
size...140×113×50（h）mm（360㎖）        
material...本体・中仕切り/PP  フタ/AS
                 止め具/ABS
                 パッキン/シリコーンゴム
carton unit...5×6
unit...3

ミニケース    　           
DIC-561(60285-5)￥550
size...104×92×49(h)mm(180㎖)  
material...本体・フタ/PP
                 パッキン/シリコーンゴム
carton unit...5×24
unit...3

トリオセット                            
DIC-1301(60286-2)            ￥1,300
size...本体/84×197×18mm                                
　　　スプーン/26×137mm
　　　フォーク/25×135mm
　　　箸/162mm
material...本体/ABS　ケースフタ/AS
　　　　　中皿/PP　箸/AS
　　　　　スプーン・フォーク/ステンレス鋼・ABS
carton unit...5×12
unit...3

箸 & ケース                           
DIC-601(60287-9)                ￥600　 
size...箸/162mm  ケース/175×27×15（h）mm
material...箸・ケースフタ/AS
                 ケース本体/PP
carton unit...5×40
unit...3

プラコップ　　           
DIC-401(60288-6)￥400　 
size...φ72×91×72(h)mm(200㎖) 
material...PP
carton unit...5×24
unit...3

ランチクロス              
DIC-551(60291-6)￥550　 
size...約430×430mm                   
material...綿100%
carton unit...6×40
unit...3

ランチ巾着 　                 
DIC-801(60289-3)￥800　  
size...約274×114×156(h)mm       
material...綿100％
carton unit...6×40
unit...3

コップ袋                      
DIC-501(60290-9)￥500　  
size...約155×80×190(h)mm          
material...綿100％
carton unit...6×60

BACK

ミニケース    　           
DIC-560(60277-0)￥550
size...104×92×49(h)mm(180㎖)  
material...本体・フタ/PP
                 パッキン/シリコーンゴム
carton unit...5×24
unit...3

トリオセット                            
DIC-1300(60278-7)            ￥1,300
size...本体/84×197×18mm                                
　　　スプーン/26×137mm
　　　フォーク/25×135mm
　　　箸/162mm
material...本体/ABS　ケースフタ/AS
　　　　　中皿/PP　箸/AS
　　　　　スプーン・フォーク/ステンレス鋼・ABS
carton unit...5×12
unit...3

箸 & ケース                           
DIC-600(60279-4)                ￥600　 
size...箸/162mm  ケース/175×27×15（h）mm
material...箸・ケースフタ/AS
                 ケース本体/PP
carton unit...5×40
unit...3

プラコップ　　           
DIC-400(60280-0)￥400　 
size...φ72×91×72(h)mm(200㎖) 
material...PP
carton unit...5×24
unit...3

ランチクロス              
DIC-550(60283-1)￥550　 
size...約430×430mm                   
material...綿100%
carton unit...6×40
unit...3

ランチ巾着 　                 
DIC-800(60281-7)￥800　  
size...約274×114×156(h)mm       
material...綿100％
carton unit...6×40
unit...3

コップ袋                      
DIC-500(60282-4)￥500　  
size...約155×80×190(h)mm          
material...綿100％
carton unit...6×60
unit...3

ランチボックス                   
DIC-1400(60276-3)￥1,400
size...140×113×50（h）mm（360㎖）        
material...本体・中仕切り/PP  フタ/AS
                 止め具/ABS
                 パッキン/シリコーンゴム
carton unit...5×6
unit...3
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ランチクロス                
DIC-552(60298-5)￥550
size...約430×430mm                     
material...綿100％
carton unit...6×40
unit...3  

ランチ巾着                          
DIC-802(60297-8)￥800  
size...約274×114×156(h)mm        
material...綿100％
carton unit...6×40
unit...3

シール容器3Pセット                   
DIC-1302(60292-3)   　　￥1,300      
size...L/120×120×58（h）mm（550㎖）  　　　       
          M/105×105×51（h）mm（360㎖）
          S/90×90×44（h）mm（220㎖）
material...本体/PP  フタ/PE
carton unit...5×6
unit...3

ランチボックス                           
DIC-1202(60293-0)              ￥1,200
size...140×113×50（h）mm（360㎖）                      
material...本体・中仕切り/PP  フタ/AS
                 止め具/ABS  パッキン/シリコーンゴム
carton unit...5×6
unit...3

プラコップ                  
DIC-402(60296-1)￥400
size...φ71×102×82（h）mm(250㎖)
material...PP
carton unit...5×24
unit...3

箸 & スプーンセット                
DIC-902(60295-4)                    ￥900　 
size...箸・スプーン/180mm                                
          ケース/188×47×18（h）mm
material...箸/メタクリル樹脂   ケースフタ/AS
                 スプーン・ケース本体/ABS
                 クッション/シリコーンゴム
carton unit...5×12
unit...3

箸 & ケース                           
DIC-602(60294-7)               ￥600 
size...箸/162mm  ケース/175×27×15（h）mm
material...箸・ケースフタ/AS
                 ケース本体/PP
carton unit...5×40
unit...3

ランチクロス                 
DIB-555(60246-6)￥550
size...約430×430mm                     
material...綿100％
carton unit...6×40
unit...3  

ランチ巾着                          
DIB-805(60247-3)￥800  
size...約274×114×156(h)mm        
material...綿100％
carton unit...6×40
unit...3

シール容器3Pセット 　　　　　  
DIB-1305(60239-8)   　　￥1,300      
size...L/119×119×55（h）mm（530㎖）                    
          M/104×104×50（h）mm（360㎖）   
          S/88×88×44（h）mm（230㎖）
material...本体/PP フタ/PE
carton unit...6×10
unit...3

ALIEN               
DIB-405(60242-8)

BUZZ                
DIB-415(60243-5)

ランチボックス ALIEN              
DIB-1205(60240-4)              ￥1,200
size...140×113×50（h）mm（360㎖）                      
material...本体・中仕切り/PP  フタ/AS
                 止め具/ABS  パッキン/シリコーンゴム
carton unit...5×6
unit...3

ランチボックス BUZZ　     　  
DIB-1105(60241-1)        ￥1,100
size...161×124×49(h)mm(500㎖)　 　　　　
material...本体・中仕切り/PP  フタ/AS
                 止め具/ABS 
                 吸排気弁・パッキン/シリコーンゴム
carton unit...5×6
unit...3

プラコップ                   
size...φ71×102×82（h）mm(250㎖) 
material...PP
carton unit...5×24
unit...3
￥400

箸 & スプーンセット                
DIB-905(60245-9)                    ￥900　 
size...箸・スプーン/180mm                                
          ケース/188×47×18（h）mm
material...箸/メタクリル樹脂   ケースフタ/AS
                 スプーン・ケース本体/ABS
                 クッション/シリコーンゴム
carton unit...5×12
unit...3

箸 & ケース                           
DIB-605(60244-2)               ￥600 
size...箸/162mm  ケース/175×27×15（h）mm
material...箸・ケースフタ/AS
                 ケース本体/PP
carton unit...5×40
unit...3

DISNEY / PIXAR
LUNCH SERIES TOY STORY FACE

DISNEY / PIXAR
LUNCH SERIES TOY STORY
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ランチ巾着                         
DIC-803(60302-9)￥800  　  
size...約274×114×156(h)mm        
material...綿100％
carton unit...6×40
unit...3

size...93×110×55（h）mm（210㎖）
material...本体・止め具/PP
                フタ/ABS　パッキン/シリコーンゴム
carton unit...50
unit...3
￥1,400

size...93×148×60（h）mm（380㎖）
material...本体・止め具・仕切り/PP
                フタ/ABS　パッキン/シリコーンゴム
carton unit...30
unit...3
￥2,200

SULLEY
-----------------------------------
WDB-2200（60198-8）

MIKE
-----------------------------------
WDB-1400（60199-5）

保冷剤が入っています。

フタの内部に保冷剤を封入してあります。
フタを凍らせて使用することにより、
フタそのものが保冷剤の役目をいたします。

BACK

BACK

DISNEY / PIXAR
LUNCH SERIES SCARE TIME!

DISNEY / PIXAR
GEL-COOL(S)

DISNEY / PIXAR
GEL-COOL(M)

ランチクロス                 
DIC-553(60305-0)  ￥550
size...約430×430mm                      
material...綿100％
carton unit...6×40
unit...3

箸 & スプーンセット                
DIC-903(60301-2)                    ￥900
size...箸・スプーン/180mm                                
          ケース/188×47×18（h）mm
material...箸/メタクリル樹脂   ケースフタ/AS
                 スプーン・ケース本体/ABS
                 クッション/シリコーンゴム
carton unit...5×12
unit...3

プラコップ                   
DIC-403(60303-6)  ￥400
size...φ71×102×82（h）mm(250㎖) 
material...PP
carton unit...5×24
unit...3

シール容器3Pセット                   
DIC-1303(60304-3)   　　￥1,300  
size...L/120×120×58（h）mm（550㎖）                   
          M/105×105×51（h）mm（360㎖）
          S/90×90×44（h）mm（220㎖）
material...本体/PP フタ/PE
carton unit...5×6
unit...3

ミニケース                    
DIC-563(60300-5)   ￥550
size...92×79×45(h)mm（150㎖）      
material...本体/PP フタ/AS
                 止め具/ABS
                 パッキン/シリコーンゴム
carton unit...5×12
unit...3

ランチボックス                         
DIC-1203(60299-2)        ￥1,200
size...140×113×50（h）mm（360㎖）                    
material...本体・中仕切り/PP フタ/AS
                 止め具/ABS パッキン/シリコーンゴム
carton unit...5×6
unit...3
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BLUE                 
WDB-600(60235-0)

BLUE                 
WDB-700(60237-4)

IVORY               
WDB-601(60236-7)

IVORY               
WDB-701(60238-1)

MELAMINE PLATE 
size...φ207ｍｍ
material...メラミン樹脂
carton unit...6×8
unit...3
￥700

MELAMINE TUMBLER 
size...φ84x100(h)ｍｍ(320㎖) 
material...メラミン樹脂
carton unit...6×8
unit...3
￥600

BACK BACK

size...φ82×90(h)mm(280㎖)
material...メタクリル樹脂
carton unit...6×8
unit...3
￥650

SULLEY             
WDB-650(60230-5)

WOODY            
WDB-653(60233-6)

MIKE                 
WDB-651(60231-2)

BUZZ LIGHTYEAR
WDB-654(60234-3)

ALIEN               
WDB-652(60232-9)

BACK

BACK BACK BACK

BACK

食品などをかわいく保管できる
マチ付きストレージバッグ 4 枚セットです。
ギフトのラッピングにもおすすめです。

TOY BOX                   
WDB-642(60254-1)

SPACE CRANE  
WDB-643(60255-8)

size...140×55×190(h)mm
material...(表側)PE/（裏側)PET
carton unit...12×36
unit...3
￥600

DISNEY / PIXAR
MELAMINE SERIES

DISNEY / PIXAR
STORAGE BAG(4P)

DISNEY / PIXAR
COLOR TUMBLER

© Disney/Pixar
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SULLEY               
WDB-1100(60264-0)

size...プラスチックマグ/φ83×108×93(h)mm(350㎖)
          マグバッグ/約155×80×190(h)mm
material...プラスチックマグ/PP
                 マグバッグ/綿100%
carton unit...40
unit...3
￥1,100

LOTSO                  
WDB-1103(60267-1)

パッケージの窓からマグの柄が見えます。
マグバッグ はマグの中に入れて
パッケージします。

SULLEY             
WDB-510(60260-2)

MIKE                 
WDB-511(60261-9)

ALIEN                
WDB-512(60262-6)

LOTSO               
WDB-513(60263-3)

size...約155×80×190(h)mm
material...綿100%
carton unit...6×60
unit...3
￥500

DISNEY / PIXAR
MUG BAG

DISNEY / PIXAR
PLASTIC MUG & MUG BAG SET

MIKE                   
WDB-1101(60265-7)

ALIEN                   
WDB-1102(60266-4)

© Disney/Pixar

BACK

BACK

BACK

BACK

BACK

BACK

BACK

BACK

BACK BACK

BACK BACK

PACKAGE

PACKAGE

PACKAGE

PACKAGE
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POOH                           
WDB-1320(60270-1)
size...組み立て時/125×35×200(h)mm

TOY STORY                  
WDB-1322(60272-5)
size...組み立て時/134×35×200(h)mm

MICKEY & MINNIE     
WDB-1321(60271-8)
size...組み立て時/120×35×198(h)mm

material...紙
carton unit...25×4
unit...3
￥1,300

material...紙
carton unit...25×4
unit...3
￥1,300

PACKAGE

PACKAGE

PACKAGEPACKAGE

PACKAGE

PACKAGE

特殊紙が水を吸い上げ、
自然気化するペーパー加湿器です。

特殊紙が水を吸い上げ、
自然気化するペーパー加湿器です。

SULLEY & MIKE           
WDB-1324(60274-9)
size...組み立て時/117×35×208(h)mm

BUZZ & ALIENS           
WDB-1323(60273-2)
size...組み立て時/127×35×200(h)mm

OOZMA KAPPA             
WDB-1325(60275-6)
size...組み立て時/117×35×210(h)mm 

PACKAGE

PACKAGE

MICKEY            
WDB-800(60202-2)

MINNIE            
WDB-801(60203-9)

size...φ80×90（h）mm(250㎖)
material...ソーダガラス
carton unit...72
unit...3
￥800

BACK

BACK

DISNEY / WINNIE THE POOH
PAPER MOISTURE

DISNEY / GLASS STAR

DISNEY / PIXAR
PAPER MOISTURE



101 102

MICKEY               
WDB-1203(60212-1)

MICKEY               
WDB-1303(60214-5)

MICKEY             
WDB-853(60216-9)

MICKEY             
WDB-803(60218-3)

DONALD              
WDB-1204(60213-8)

DONALD              
WDB-1304(60215-2)

DONALD            
WDB-854(60217-6)

DONALD            
WDB-804(60219-0)

LAUNDRY WASH BAG
DRUM
size...約280×230×220(h)mm
material...ポリエステル
carton unit...5×20
unit...3
￥850

LAUNDRY WASH BAG
ROUND
size...約160×190×100(h)mm
material...ポリエステル
carton unit...5×20
unit...3
￥800

DETERGENT BALL CASE
size...105×105×152(h)mm
material...本体/メタクリル樹脂
　　　　　フタ/PP
　　　　　パッキン/シリコーンゴム
carton unit...12
unit...3
￥1,300

LAUNDRY BOTTLE
size...φ95×245(h)mm
material...本体/PE
　　　　　フタ上/PP
　　　　　フタ下/PE
carton unit...48
unit...3
￥1,200
　　

BACK BACK

MICKEY               
WDB-1313(60222-0)

MICKEY             
WDB-613(60224-4)

DONALD              
WDB-1314(60223-7)

DONALD            
WDB-614(60225-1)

TUMBLER              
size...φ80×101(h)mm(270㎖)
material...メタクリル樹脂
carton unit...6×10
unit...3
￥600

DISPENSER                         
size...φ83×230(h)mm(550㎖)
material...本体/メタクリルスチレン
　　　　　フタ/メタクリル樹脂
　　　　　ポンプ部分/ABS・PP ストロー/PE
carton unit...12×2
unit...3
￥1,300

BACK BACK

BACKBACK

デザインUP デザインUP

ふた・ボトル用
用途に合わせて選べる
シール付き!

DISNEY / LAUNDRY SERIES

LAUNDRY SOFT BOX(M)
size...370×260×155(h)mm
material...ポリエステル35% 綿26%
　　　　　麻23% レーヨン16%
                 中枠/スチール
carton unit...10×4
unit...3
￥1,700

LAUNDRY SOFT BOX(L)
size...370×260×255(h)mm
material...ポリエステル35% 綿26%
　　　　　麻23% レーヨン16%
　　　　　中枠/スチール
carton unit...10×4
unit...3
￥1,900

MICKEY               
WDB-1703(60220-6)

MICKEY               
WDB-1903(60228-2)

DONALD               
WDB-1704(60221-3)

DONALD               
WDB-1904(60229-9)




