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12月発売予定

12月発売予定

1 月発売予定

DISNEY / LUNCH SERIES SKY DISNEY / PIXAR
LUNCH SERIES BLOCK

ランチクロス        
DIE-610　￥600
size...約430×430mm   　 
material...綿100％
carton unit...6×40
unit...3  

ランチクロス         
DIE-611　 ￥600
size...約430×430mm         
material...綿100％
carton unit...6×40
unit...3  

ランチ巾着                     
DIE-850         ￥850  
size...約274×114×156(h)mm
material...綿100％
carton unit...6×40
unit...3

ランチ巾着                     
DIE-851         ￥850  
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         
DIE-1300   　　￥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                          
DIE-1200                              ￥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                          
DIE-1201                              ￥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                  
DIE-400                 ￥400
size...φ71×102×82（h）mm(250㎖)
material...PP
carton unit...5×24
unit...3

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

箸 & スプーンセット                
DIE-900                                  ￥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                           
DIE-600                                ￥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

箸 & ケース                           
DIE-601                                ￥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

ミニケース                    
DIE-560                  ￥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

ミニケース                     
DIE-561                    ￥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                            
DIE-1301                            ￥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

BACK

ステンレスボトル (SS)　　
DIE-2400　　　  ￥2,400
size...φ55×140(h)mm（200㎖）　　 　　 
material...本体/ステンレス鋼
　　　　　フタ・飲み口/PP
　　　　　パッキン/シリコーンゴム
unit...3

BACKBACK
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12月発売予定

PEANUTS / LUNCH SERIES BREAK

MINI CASE                 
SLD-551                  ￥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

LUNCH BOX                           
SLD-1201                           ￥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

SEALED LUNCH BOX SET(3P)
SLD-1301                  　　 ￥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

PLASTIC MUG           
SLD-401                  ￥400
size...φ71×102×82（h）mm(250㎖) 
material...PP
carton unit...5×24
unit...3

CHOPSTICKS & CASE        
SLD-601                                ￥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

CHOPSTICKS & SPOON SET
SLD-901                                   ￥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

LUNCH BAG                 
SLD-851       ￥850　  
size...約274×114×156(h)mm
material...綿100％
carton unit...6×40
unit...3

LUNCH CLOTH   
SLD-611   ￥600 
size...約430×430mm        
material...綿100％
carton unit...6×40
unit...3

CANTEEN                                         
SLD-1501     　                ￥1,500  
size...φ84×97×227(h)mm(600㎖)                                  
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
carton unit...5×6
unit...3

12月発売予定

1 月発売予定

1 月発売予定

BARBAPAPA / LUNCH SERIES FAMILY

BARBAPAPA / STAINLESS BOTTLE FAMILY

BARBAPAPA / LUNCH BAG SQUARE FAMILY

LUNCH BOX          　　　 　  
BPC-1200                        ￥1,200
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

SEALED LUNCH BOX SET(3P)
BPC-1300  　　          ￥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

CHOPSTICKS & SPOON SET 
BPC-1000                       ￥1,000
size...箸/195mm  スプーン/180mm                    
          ケース/205×52×23（h）mm
material...ケースフタ・箸・スプーン/AS  中皿/PP    
　　　　　ケース本体/ABS
carton unit...6×20
unit...3  

LUNCH BAG         
BPC-850 　 ￥850
size...約274×114×156(h)mm            
material...綿100%
carton unit...6×40
unit...3

LUNCH CLOTH 
BPC-600  ￥600
size...約430×430mm                   
material...綿100%
carton unit...6×40
unit...3

BACKSTAINLESS BOTTLE(S)
FAMILY WH　　　　　  
BPC-2600　　  ￥2,600
size...φ67×150(h)mm（350㎖）　　　 
material...本体/ステンレス鋼
　　　　　フタ・飲み口/PP
　　　　　パッキン/シリコーンゴム
carton unit...24
unit...3

STAINLESS BOTTLE(SS)
FAMILY PK　　　 　　　  
BPC-2400　　　  ￥2,400
size...φ55×140(h)mm（200㎖）　　 　　 
material...本体/ステンレス鋼
　　　　　フタ・飲み口/PP
　　　　　パッキン/シリコーンゴム
unit...3

BACK

LUNCH BAG SQUARE
BPC-2000　  ￥2,000
size...約200×130×240(h)mm　　              
material...外側/ポリエステル
　　　　　内側/アルミ貼り
carton unit...10×6
unit...3

内側はアルミ貼りに
なっています。
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12月発売予定

1 月発売予定

1 月発売予定

1 月発売予定

PEANUTS / LUNCH SERIES BOOK

2-TIERED LUNCH BOX
SLD-1500　　  ￥1,500
size...本体/177×76×84(h)mm  　  　  
　　　上段340㎖　下段300㎖
　　　箸/165mm
material...本体・仕切り・シールフタ/PP
　　　　　フタ/AS
　　　　　箸/メタクリル樹脂
carton unit...5×6
unit...3

SEALED LUNCH BOX SET(3P)
SLD-1300　　　　　　　　　￥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

CHOPSTICKS & SPOON SET
SLD-1000  　　　　  ￥1,000
size...箸/195mm  スプーン/180mm                  
　　　ケース/205×52×23(h)mm               
material...ケースフタ・箸・スプーン/AS  中皿/PP
                 ケース本体/ABS
carton unit...6×20
unit...3

PLASTIC MUG　　　  
SLD-550 　  　　￥550
size...φ86×110×92（h）mm(300㎖) 
material...本体・フタ/PP
carton unit...3×40
unit...3

FOOD CONTAINER L(2P)
SLD-800  　　　      ￥800
size...168×103×59(h)mm(650㎖)　    　  
material...フタ・本体/PP
　　　　　吸排気弁/シリコーンゴム
carton unit...5×12
unit...3

CHOPSTICKS & CASE
SLD-700　　　　　￥700
size...箸/195mm　　　　　　　      
　　　ケース/206×30×14(h)mm 　　　　　
material...箸/メタクリル樹脂
　　　　　本体/ABS　フタ/AS
　　　　　シリコンパーツ/シリコーンゴム 
carton unit...5×40
unit...3

LUNCH BAG         
SLD-850 　 ￥850
size...約274×114×156(h)mm            
material...綿100%
carton unit...6×40
unit...3 LUNCH CLOTH 

SLD-600  ￥600
size...約430×430mm                   
material...綿100%
carton unit...6×40
unit...3

LUNCH TOTE BAG   
SLD-2000　￥2,000
size...約295×120×200(h)mm　              
material...外側/ポリエステル
　　　　　内側/アルミ貼り
carton unit...6×10
unit...3

STAINLESS BOTTLE(S)
BOOK NV 　　　　　　  
SLD-2600　　  ￥2,600
size...φ67×150(h)mm（350㎖）　　　 
material...本体/ステンレス鋼
　　　　　フタ・飲み口/PP
　　　　　パッキン/シリコーンゴム
carton unit...24
unit...3

STAINLESS BOTTLE(M)
BOOK RD 　　　　　　　
SLD-2900 　  　￥2,900
size...φ67×194(h)mm（480㎖）　　　　
material...本体/ステンレス鋼
　　　　　フタ・飲み口/PP
　　　　　パッキン/シリコーンゴム
carton unit...24
unit...3

BACK

内側はアルミ貼りに
なっています。

LUNCH BOX           　          
SLD-1200　 　　　  ￥1,200
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

PACKAGE

PEANUTS /  FOOD POT COVER CAFE

PEANUTS / STAINLESS SERIES CAFE

BACK
FOOD POT COVER CAFE
SLC-1600  　　  ￥1,600
size...φ102×138(h)mm　　　　　　　 
material...外側/ポリエステル
　　　　　内側/アルミ貼り
carton unit...24
unit...3

発売中

発売中

内側はアルミ貼りに
なっています。

BACK FOOD POT PK　      　
SLC-2800　　　￥2,800
size...φ80×119(h)mm（320㎖）   　            
material...本体/ステンレス鋼
　　　　　フタ・飲み口/PP
　　　　　パッキン/シリコーンゴム
carton unit...24
unit...3

PACKAGE

BACK

STAINLESS BOTTLE (S)  OR
SLC-2600　　　　              ￥2,600
size...φ67×150(h)mm（350㎖）          　　　　
material...本体/ステンレス鋼   
　　　　　フタ・飲み口/PP
　　　　　パッキン/シリコーンゴム
carton unit...24
unit...3

PACKAGE

STAINLESS BOTTLE(M) NV
SLC-2900　　　               ￥2,900
size...φ67×194(h)mm（480㎖）　 　              
material...本体/ステンレス鋼
　　　　　フタ・飲み口/PP
　　　　　パッキン/シリコーンゴム
carton unit...24
unit...3

BACK
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