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P.3

52-603-1-1 透明アクリル卓上パーテ窓有W45×H60cm1台小 ¥3,520 （¥3,200） ➡ ¥3,828 （¥3,480）
52-603-1-2 透明アクリル卓上パーテ窓有W60×H60cm1台中 ¥6,424 （¥5,840） ➡ ¥6,578 （¥5,980）
52-603-1-3 透明アクリル卓上パーテ窓有W90×H60cm1台大 ¥8,778 （¥7,980） ➡ ¥9,328 （¥8,480）
52-603-2-1 透明アクリル卓上パーテ窓無W45×H60cm1台 ¥3,520 （¥3,200） ➡ ¥3,828 （¥3,480）
52-603-2-2 透明アクリル卓上パーテ窓無W60×H60cm1台 ¥6,424 （¥5,840） ➡ ¥6,578 （¥5,980）
52-603-2-3 透明アクリル卓上パーテ窓無W90×H60cm1台 ¥8,778 （¥7,980） ➡ ¥9,328 （¥8,480）
52-603-3-1 簡易飛沫防止透明パーティション1mm小5台 ¥3,300 （¥3,000） ➡ ¥3,850 （¥3,500）
52-603-3-2 簡易飛沫防止透明パーティション1mm中5台 ¥4,158 （¥3,780） ➡ ¥4,851 （¥4,410）
52-603-3-3 簡易飛沫防止透明パーティション1mm大5台 ¥5,566 （¥5,060） ➡ ¥6,501 （¥5,910）
52-603-6-1 フロアスタンド シルバー 2台 ¥5,390 （¥4,900） ➡ ¥6,490 （¥5,900）
52-603-6-2 フロアスタンド ブラック 2台 ¥5,390 （¥4,900） ➡ ¥6,490 （¥5,900）
52-603-6-3 フロアスタンド クロームメッキ 2台 ¥5,830 （¥5,300） ➡ ¥6,930 （¥6,300）
52-603-7-1 防炎透明フィルムシート120×90cm0.3mm厚1枚 ¥858 （¥780） ➡ ¥1,430 （¥1,300）
52-603-7-2 防炎透明フィルムシート150×90cm0.3mm厚1枚 ¥1,298 （¥1,180） ➡ ¥2,068 （¥1,880）
52-603-8-1 抗ウイルス･抗菌 透明ビニールシート 1枚 ¥1,078 （¥980） ➡ ¥1,188 （¥1,080）

P.5

52-605-1-1 サイン付き消毒スタンド 1台 ¥4,807 （¥4,370） ➡ ¥5,258 （¥4,780）
52-605-3-1 ステンレス製ペダル式消毒スタンド1台 ¥13,750 （¥12,500） ➡ ¥15,180 （¥13,800）
52-605-3-2 ステンレスペダル式消毒スタンド用サインプレート ¥1,650 （¥1,500） ➡ ¥1,848 （¥1,680）
52-605-4-1 アルコールオートディスペンサースタンドA4パネルなし1台 ¥11,550 （¥10,500） ➡ ¥14,080 （¥12,800）
52-605-4-2 アルコールオートディスペンサースタンドA4パネルつき1台 ¥14,630 （¥13,300） ➡ ¥16,280 （¥14,800）
52-605-6-1 コンパクト二酸化炭素濃度計 1台 ¥5,324 （¥4,840） ➡ ¥6,380 （¥5,800）
52-605-9-1 消毒済 L型サイン ¥297 （¥270） ➡ ¥88 （¥80）

P.6

52-606-1-1 ハンドスキッシュ EXロングノズル800ml1本 ¥1,078 （¥980） ➡ ¥1,188 （¥1,080）
52-606-1-2 ハンドスキッシュ EXつけかえ用1本 ¥913 （¥830） ➡ ¥1,001 （¥910）
52-606-1-3 ハンドスキッシュ EX4.5L1本 ¥4,070 （¥3,700） ➡ ¥4,477 （¥4,070）
52-606-1-4 ハンドスキッシュ EXスプレー 150ml1本 ¥572 （¥520） ➡ ¥627 （¥570）
52-606-1-5 ハンドスキッシュ EXロングノズル800ml/6本 ¥5,753 （¥5,230） ➡ ¥6,325 （¥5,750）
52-606-1-6 ハンドスキッシュ EXつけかえ用/6本 ¥4,873 （¥4,430） ➡ ¥5,357 （¥4,870）
52-606-1-7 ハンドスキッシュ EX4.5L/3本 ¥10,890 （¥9,900） ➡ ¥11,979 （¥10,890）
52-606-1-8 ハンドスキッシュ EXスプレー 150ml/6本 ¥3,058 （¥2,780） ➡ ¥3,366 （¥3,060）
52-606-2-1 アルボナース ポンプ付き1L1本 ¥2,310 （¥2,100） ➡ ¥2,541 （¥2,310）
52-606-2-2 アルボナース 詰め替え用900ml1本 ¥1,925 （¥1,750） ➡ ¥2,123 （¥1,930）
52-606-2-3 アルボナース 携帯用100ml/1箱120本 ¥74,800 （¥68,000） ➡ ¥82,280 （¥74,800）
52-606-3-1 サニテートAハンドミスト300ml1本 ¥759 （¥690） ➡ ¥836 （¥760）
52-606-3-2 サニテートAハンドミスト2リットル1本 ¥2,189 （¥1,990） ➡ ¥2,409 （¥2,190）
52-606-4-1 セーフコール65L1本 ¥4,050 （¥3,750） ➡ ¥4,460 （¥4,130）
52-606-5-1 ノロスタースプレー付き600ml1本 ¥1,404 （¥1,300） ➡ ¥1,544 （¥1,430）
52-606-5-2 ノロスター 5L1本 ¥4,482 （¥4,150） ➡ ¥4,935 （¥4,570）
52-606-5-3 ノロスター 20L1本 ¥10,044 （¥9,300） ➡ ¥11,048 （¥10,230）
52-606-6-1 アルコールスプレー セハノールSS-1 NV-63 500ml1本 ¥896 （¥830） ➡ ¥1,080 （¥1,000）
52-606-6-2 アルコールスプレー セハノールSS-1 NV-63 1リットル1本 ¥1,609 （¥1,490） ➡ ¥1,933 （¥1,790）
52-606-6-3 アルコールスプレー セハノールSS-1 NV-63 4リットル1本 ¥3,445 （¥3,190） ➡ ¥4,136 （¥3,830）
52-606-7-1 アルコールスプレー セハノール78 500ml 1本 ¥950 （¥880） ➡ ¥1,144 （¥1,060）
52-606-7-2 アルコールスプレー セハノール78 詰替用 4L 1本 ¥3,456 （¥3,200） ➡ ¥4,147 （¥3,840）

P.7

52-607-2-1 ネオクラフトBOX スナックBOX S 20枚 ¥805 （¥732） ➡ ¥924 （¥840）
52-607-2-2 ネオクラフトBOX スナックBOX M 20枚 ¥1,016 （¥924） ➡ ¥1,188 （¥1,080）
52-607-2-3 ネオクラフトBOX スナックBOX L 20枚 ¥1,214 （¥1,104） ➡ ¥1,386 （¥1,260）
52-607-3-1 ネオクラフトBOX フードBOX S 20枚 ¥1,056 （¥960） ➡ ¥1,188 （¥1,080）
52-607-3-2 ネオクラフトBOX フードBOX M 20枚 ¥1,320 （¥1,200） ➡ ¥1,518 （¥1,380）
52-607-4-1 耐熱弁当容器　E 19×19cm 50枚 ¥468 （¥426） ➡ ¥522 （¥475）
52-607-4-2 耐熱弁当容器 E 22.8×17cm 50枚 ¥528 （¥480） ➡ ¥583 （¥530）
52-607-4-3 耐熱弁当容器 E 23.8×20cm 50枚 ¥580 （¥528） ➡ ¥638 （¥580）
52-607-4-4 耐熱弁当容器 E 26.4×19.7cmA型50枚 ¥646 （¥588） ➡ ¥715 （¥650）
52-607-4-5 耐熱弁当容器E 26.4×19.7cmB型50枚 ¥646 （¥588） ➡ ¥715 （¥650）
52-607-4-6 耐熱弁当容器 E 26.9×20.8cm 50枚 ¥677 （¥616） ➡ ¥748 （¥680）
52-607-5-1 耐熱弁当容器 19×19cm用 蓋 50枚 ¥405 （¥369） ➡ ¥456 （¥415）
52-607-5-2 耐熱弁当容器 E 22.8×17cm用蓋 50枚 ¥423 （¥385） ➡ ¥473 （¥430）
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また、ご注文の際にはお手数をおかけしますが、価格改定表をご確認くださいますようお願いいたします。

※7/1現在の価格です。最新の価格はオンラインショップにてご確認ください。

2207B

※掲載ページは「飲食店にぎわいナビvol.11」カタログでの掲載ページです。



掲載ページ ご注文番号 品　　　名 旧税込価格（旧本体価格） ➡ 改定後税込価格（改定後本体価格）

P.7

52-607-5-3 耐熱弁当容器 E 23.8×20cm用蓋 50 ¥489 （¥445） ➡ ¥544 （¥495）
52-607-5-4 耐熱弁当容器 E26.4×19.7cm用蓋50枚 ¥530 （¥482） ➡ ¥594 （¥540）
52-607-5-6 耐熱弁当容器 E 26.9×20.8cm用蓋50枚 ¥609 （¥554） ➡ ¥676 （¥615）
52-607-6-1 エコバンブー 15.2×15.2×7.6cm 20個フードパック ¥660 （¥600） ➡ ¥759 （¥690）
52-607-6-2 エコバンブー 20.3×20.3×7.6cm 20個フードパック ¥1,056 （¥960） ➡ ¥1,221 （¥1,110）
52-607-6-3 エコバンブー 22.8×15.2×6.8cm 20個フードパック ¥792 （¥720） ➡ ¥924 （¥840）
52-607-6-4 エコバンブー 20.3×22.1×7.6cm 20個フードパック ¥990 （¥900） ➡ ¥1,122 （¥1,020）
52-607-6-5 エコバンブー 22.8×22.8×7.6cm 20個フードパック ¥1,188 （¥1,080） ➡ ¥1,386 （¥1,260）
52-607-6-6 エコバンブー 23×15.6×8.1cm 20個フードパック ¥924 （¥840） ➡ ¥1,056 （¥960）

P.8

52-608-1-1 透明PETカップ 1オンス(約30ml) 100個 ¥286 （¥260） ➡ ¥349 （¥318）
52-608-1-2 透明PETカップ5オンス50個 ¥275 （¥250） ➡ ¥330 （¥300）
52-608-1-3 透明PETカップ7オンス50個 ¥302 （¥275） ➡ ¥363 （¥330）
52-608-1-4 透明PETカップ 9オンス(約270ml) 50個 ¥330 （¥300） ➡ ¥396 （¥360）
52-608-1-5 透明PETカップ 12オンス(約350ml) 50個 ¥440 （¥400） ➡ ¥528 （¥480）
52-608-1-6 透明PETカップ 14オンス(約400ml) 50個 ¥495 （¥450） ➡ ¥594 （¥540）
52-608-1-7 透明PETカップ 16オンス(約520ml) 50個 ¥632 （¥575） ➡ ¥726 （¥660）
52-608-1-8 透明PETカップ 20オンス(約565ml) 50個 ¥715 （¥650） ➡ ¥858 （¥780）
52-608-1-9 透明PETカップ5･7オンス用 平型フタ 穴な ¥192 （¥175） ➡ ¥231 （¥210）
52-608-1-10 透明PETカップ5･7オンス用 ドーム型フタ 穴 ¥192 （¥175） ➡ ¥231 （¥210）
52-608-1-11 透明PETカップ9オンス用フタ 穴平型 50個 ¥220 （¥200） ➡ ¥264 （¥240）
52-608-1-12 透明PETカップ12オンス用 平型フタ 穴付き50個 ¥231 （¥210） ➡ ¥277 （¥252）
52-608-1-13 透明PETカップ12オンス用フタ 穴付ドーム型50個 ¥297 （¥270） ➡ ¥349 （¥318）
52-608-1-14 透明PETカップ14･16･20オンス用 平型フタ穴付き 50個 ¥275 （¥250） ➡ ¥323 （¥294）
52-608-1-15 透明PETカップ14･16･20オンス用ドーム穴付フタ 穴付き50個 ¥368 （¥335） ➡ ¥435 （¥396）
52-608-1-16 透明PETカップ14･16･20オンス用ドーム穴無フタ 穴無し50個 ¥368 （¥335） ➡ ¥435 （¥396）
52-608-3-1 二重断熱カップ　クラフト　25枚 ¥270 （¥246） ➡ ¥313 （¥285）
52-608-3-2 二重断熱カップ　ホワイト　25枚 ¥310 （¥282） ➡ ¥363 （¥330）
52-608-3-3 二重断熱カップ　Gライン　25枚 ¥310 （¥282） ➡ ¥363 （¥330）
52-608-3-4 二重断熱カップ　ブラウン　25枚 ¥330 （¥300） ➡ ¥382 （¥348）
52-608-3-5 二重断熱カップ　ブラック　25枚 ¥330 （¥300） ➡ ¥382 （¥348）
52-608-3-6 紙カップ用フタ　ホワイト 50枚 ¥297 （¥270） ➡ ¥343 （¥312）
52-608-3-7 紙カップ用フタ　ブラック 50枚 ¥297 （¥270） ➡ ¥343 （¥312）
52-608-5-1 ドリンクカップホルダー 50個 ¥825 （¥750） ➡ ¥957 （¥870）
52-608-6-3 ウッドマドラー 200本 ¥143 （¥130） ➡ ¥176 （¥160）
52-608-8-1 袋入りストロー ホワイトストロー 500本 ¥330 （¥300） ➡ ¥363 （¥330）
52-608-9-1 袋入りバイオマスストロー半透明500本 ¥1,017 （¥925） ➡ ¥1,111 （¥1,010）
52-608-9-2 袋入りバイオマスストロー緑 500本 ¥1,041 （¥947） ➡ ¥1,111 （¥1,010）

P.9

52-609-5-1 ピザ箱 21×21×4cm  クラフト 10枚 ¥792 （¥720） ➡ ¥924 （¥840）
52-609-5-2 ピザ箱 27.5×27.5×4.5cm クラフト 10枚 ¥858 （¥780） ➡ ¥990 （¥900）
52-609-5-3 ピザ箱 33.5×33.5×5cm クラフト 10枚 ¥1,056 （¥960） ➡ ¥1,221 （¥1,110）
52-609-6-1 バーガー袋 アーティクル 15×15.2cm 100枚 ¥341 （¥310） ➡ ¥374 （¥340）
52-609-6-2 バーガー袋 アーティクル 18×18.2cm 100枚 ¥489 （¥445） ➡ ¥539 （¥490）
52-609-6-3 バーガー袋 アーティクル 22×22.2cm 100枚 ¥726 （¥660） ➡ ¥786 （¥715）

P.10

52-610-1-1 クラフトフードカップ15(12.8)×H4.5cm25個 ¥488 （¥444） ➡ ¥561 （¥510）
52-610-1-2 クラフトフードカップ15(12.8)×H6cm 25個 ¥554 （¥504） ➡ ¥633 （¥576）
52-610-1-3 クラフトフードカップ15(12.8)×H7.5cm25個 ¥613 （¥558） ➡ ¥699 （¥636）
52-610-1-4 クラフトフードカップ16.5×H6.5cm25個16.5(14.4)×H6.5cm ¥660 （¥600） ➡ ¥759 （¥690）
52-610-1-5 クラフトフードカップ18.5(16)×H7cm25個 ¥792 （¥720） ➡ ¥924 （¥840）
52-610-1-6 クラフトフードカップ フタ 直径15cm用 25枚 ¥343 （¥312） ➡ ¥396 （¥360）
52-610-1-7 クラフトフードカップ フタ 直径16.5cm 25枚 ¥369 （¥336） ➡ ¥422 （¥384）
52-610-1-8 クラフトフードカップ フタ 直径18.5cm 25枚 ¥554 （¥504） ➡ ¥633 （¥576）
52-610-2-1 クラフト フードカップ口径9(7.2)×H6cm25個 ¥277 （¥252） ➡ ¥316 （¥288）
52-610-2-2 クラフト フードカップ口径9(7.2)×H8.5cm25個 ¥303 （¥276） ➡ ¥349 （¥318）
52-610-2-3 クラフト フードカップフタ 直径9cm25個 ¥396 （¥360） ➡ ¥455 （¥414）
52-610-3-1 ドリンクカップホルダー 1個用 50個 ¥726 （¥660） ➡ ¥858 （¥780）
52-610-4-1 エコバンブー ペーパーウエア丸型仕切付20枚 ¥594 （¥540） ➡ ¥693 （¥630）
52-610-4-2 エコバンブー ペーパーウエア 丸型 小 20枚 ¥198 （¥180） ➡ ¥231 （¥210）
52-610-4-3 エコバンブー ペーパーウエア 丸型 大 20枚 ¥462 （¥420） ➡ ¥528 （¥480）
52-610-4-4 エコバンブー ペーパーウエア楕円型 小 20枚 ¥528 （¥480） ➡ ¥594 （¥540）
52-610-4-5 エコバンブー ペーパーウエア楕円型 大 20枚 ¥858 （¥780） ➡ ¥990 （¥900）
52-610-6-1 業務用WAXシート 純白 500枚 ¥2,310 （¥2,100） ➡ ¥2,640 （¥2,400）
52-610-6-2 業務用WAXシート 未晒クラフト 250枚 ¥1,650 （¥1,500） ➡ ¥1,815 （¥1,650）
52-610-6-3 業務用WAXシート 筋入りクラフト 250枚 ¥1,320 （¥1,200） ➡ ¥1,485 （¥1,350）
52-610-7-1 バーガー BOX クラフト 20枚 ¥594 （¥540） ➡ ¥686 （¥624）

P.11

52-611-1-1 DLV角12-12(47)MSD 黒×50枚 ¥605 （¥550） ➡ ¥781 （¥710）
52-611-1-2 DLV角19-14-1(47)MSD 黒×50枚 ¥968 （¥880） ➡ ¥1,254 （¥1,140）
52-611-1-3 角容器黒仕切り付き20×17.4　50個 ¥1,122 （¥1,020） ➡ ¥1,452 （¥1,320）
52-611-1-4 T-DLV角12-12内外嵌合K蓋 穴有×50 ¥495 （¥450） ➡ ¥638 （¥580）
52-611-1-5 T-DLV角19-14内外嵌合K蓋 穴有×50 ¥792 （¥720） ➡ ¥1,034 （¥940）
52-611-1-6 角容器内外嵌合フタ穴有 20×17.4×50 ¥979 （¥890） ➡ ¥1,265 （¥1,150）
52-611-2-1 DLVデリ18-16(60)MSD 黒×50枚 ¥803 （¥730） ➡ ¥1,045 （¥950）
52-611-2-2 デリバリー 容器白50個 ¥1,012 （¥920） ➡ ¥1,320 （¥1,200）
52-611-2-3 T-DLVデリ18-16 内嵌合K蓋穴有×50枚 ¥627 （¥570） ➡ ¥825 （¥750）
52-611-3-1 DLV麺丼20(58)MFP 黒W×50枚 ¥1,606 （¥1,460） ➡ ¥2,079 （¥1,890）
52-611-3-2 DLV麺丼20(78)MFP 黒W×50枚 ¥1,980 （¥1,800） ➡ ¥2,574 （¥2,340）
52-611-3-3 デリバリー 麺丼容器H5.8mm 白黒50個 ¥1,562 （¥1,420） ➡ ¥2,013 （¥1,830）
52-611-3-4 デリバリー 麺丼容器H7.8mm(深型) 白 ¥1,936 （¥1,760） ➡ ¥2,497 （¥2,270）
52-611-3-5 DLV麺20中皿-1 PP×50枚 ¥1,067 （¥970） ➡ ¥1,738 （¥1,580）

※掲載ページは「飲食店にぎわいナビvol.11」カタログでの掲載ページです。
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P.11 52-611-3-6 T-DLV麺20中皿内嵌合蓋穴有×50枚 ¥935 （¥850） ➡ ¥1,221 （¥1,110）
52-611-3-7 T-DLV麺20中皿内嵌合高蓋穴有×50枚 ¥1,012 （¥920） ➡ ¥1,540 （¥1,400）

P.12

52-612-1-1 丼容器 丸型本体 白50個 ¥990 （¥900） ➡ ¥1,320 （¥1,200）
52-612-1-2 丼容器 丸型嵌合フタ50個 ¥803 （¥730） ➡ ¥1,023 （¥930）
52-612-2-1 耐熱丼容器 本体 250g50個 ¥1,089 （¥990） ➡ ¥1,375 （¥1,250）
52-612-2-2 耐熱丼容器 250g用 中皿50個 ¥1,045 （¥950） ➡ ¥1,342 （¥1,220）
52-612-2-3 耐熱丼容器 250g用 フタ穴ナシ50個 ¥803 （¥730） ➡ ¥1,023 （¥930）
52-612-2-4 耐熱丼容器 250g用 フタ穴付50個 ¥1,028 （¥935） ➡ ¥1,320 （¥1,200）
52-612-2-5 耐熱丼容器 本体 350g50個 ¥1,155 （¥1,050） ➡ ¥1,518 （¥1,380）
52-612-2-6 耐熱丼容器 350g用 中皿50個 ¥1,089 （¥990） ➡ ¥1,386 （¥1,260）
52-612-2-7 耐熱丼容器 350g用 フタ穴ナシ50個 ¥841 （¥765） ➡ ¥1,067 （¥970）
52-612-2-8 耐熱丼容器 350g用 フタ穴付50個 ¥863 （¥785） ➡ ¥1,100 （¥1,000）
52-612-3-1 ランチボックス 19.5×15cm 25個 ¥913 （¥830） ➡ ¥1,133 （¥1,030）
52-612-3-2 ランチボックス24.8×20.2cm25個 ¥1,485 （¥1,350） ➡ ¥1,837 （¥1,670）
52-612-4-1 断熱カップ容器本体 黒30個 ¥610 （¥555） ➡ ¥660 （¥600）
52-612-4-2 断熱カップ容器本体 白30個 ¥564 （¥513） ➡ ¥611 （¥556）
52-612-4-3 断熱カップ容器内嵌合フタ30個 ¥264 （¥240） ➡ ¥283 （¥258）
52-612-5-1 CFカップ 白 本体 直径8.2cm 100個 ¥759 （¥690） ➡ ¥1,166 （¥1,060）
52-612-5-2 CFカップ 白 本体 直径9.3cm 100枚 ¥825 （¥750） ➡ ¥891 （¥810）
52-612-5-3 CFカップ 蓋(直径8.2cm用) 100枚 ¥528 （¥480） ➡ ¥583 （¥530）
52-612-5-4 CFカップ 蓋(直径9.3cm用) 100枚 ¥605 （¥550） ➡ ¥649 （¥590）
52-612-6-1 サラダカップ 14.7×14.7×4.5cm 50枚 ¥735 （¥669） ➡ ¥803 （¥730）
52-612-6-3 サラダカップ 17.6×17.6×4.5cm 50枚 ¥964 （¥877） ➡ ¥1,061 （¥965）
52-612-7-1 フードパック 折フタ式 特小11.4cm 100枚 ¥311 （¥283） ➡ ¥352 （¥320）
52-612-7-2 フードパック 折フタ式 小12.8cm 100枚 ¥324 （¥295） ➡ ¥363 （¥330）
52-612-7-3 フードパック 折フタ式 中浅16.3cm 100枚 ¥385 （¥350） ➡ ¥440 （¥400）
52-612-7-4 フードパック 折フタ式 中深16.3cm 100枚 ¥385 （¥350） ➡ ¥440 （¥400）
52-612-7-5 フードパック 折フタ式 大深19.3cm 100枚 ¥440 （¥400） ➡ ¥522 （¥475）
52-612-7-6 フードパック 折フタ式 特A 21.7cm 100枚 ¥1,045 （¥950） ➡ ¥1,133 （¥1,030）
52-612-7-7 フードパック 折フタ式 大浅19.3cm 100枚 ¥440 （¥400） ➡ ¥522 （¥475）
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52-613-1-1 ドレッシング用カップ H2.3cm 50枚 ¥159 （¥145） ➡ ¥176 （¥160）
52-613-1-2 オンスカップカップ1/2オンス 黒50個 ¥159 （¥145） ➡ ¥176 （¥160）
52-613-1-3 ドレッシング用カップ H3.5cm 50枚 ¥176 （¥160） ➡ ¥192 （¥175）
52-613-1-4 オンスカップカップ3/4オンス 黒50個 ¥176 （¥160） ➡ ¥192 （¥175）
52-613-1-5 ドレッシングカップ用 フタ 50枚 ¥159 （¥145） ➡ ¥176 （¥160）
52-613-3-1 タレビン 角小 6ml 100個 ¥308 （¥280） ➡ ¥352 （¥320）
52-613-3-2 タレビン 角中 15ml 100個 ¥418 （¥380） ➡ ¥506 （¥460）
52-613-3-3 タレビン 角大 33ml インナー付き 50個 ¥371 （¥338） ➡ ¥418 （¥380）
52-613-3-4 タレビン 角特中 48ml インナー付き 50個 ¥528 （¥480） ➡ ¥605 （¥550）
52-613-3-5 タレビン 角特大 82ml インナー付き 25個 ¥385 （¥350） ➡ ¥495 （¥450）
52-613-3-6 タレビン 一合壜 170ml インナー付き 25個 ¥504 （¥459） ➡ ¥566 （¥515）
52-613-3-7 タレビン 二合壜 360ml インナー付き 20個 ¥620 （¥564） ➡ ¥695 （¥632）
52-613-3-8 タレビン 魚型 2.5ml 200個 ¥495 （¥450） ➡ ¥605 （¥550）
52-613-3-9 タレビン ぶた型 9.5ml 100個 ¥438 （¥399） ➡ ¥550 （¥500）
52-613-3-10 タレビン ソース用 6.7ml 100個 ¥194 （¥177） ➡ ¥220 （¥200）
52-613-5-1 竹割箸天削 21cm100膳 ¥275 （¥250） ➡ ¥330 （¥300）
52-613-5-2 竹割箸天削 24cm100膳 ¥286 （¥260） ➡ ¥341 （¥310）
52-613-5-3 竹割箸 黒天削 21cm100膳 ¥297 （¥270） ➡ ¥352 （¥320）
52-613-5-4 竹割箸 黒天削 24cm100膳 ¥308 （¥280） ➡ ¥363 （¥330）
52-613-10-1 カトラリー (バイオマス)スプーン100本 ¥719 （¥654） ➡ ¥825 （¥750）
52-613-10-2 カトラリー (バイオマス)フォーク100本 ¥674 （¥613） ➡ ¥781 （¥710）
52-613-10-3 カトラリー (バイオマス)フォークスプーン100本 ¥693 （¥630） ➡ ¥803 （¥730）
52-613-10-4 カトラリー (バイオマス)デザートスプーン1000本 ¥1,859 （¥1,690） ➡ ¥2,200 （¥2,000）
52-613-11-1 茶スプーン 100本 ¥612 （¥557） ➡ ¥792 （¥720）
52-613-11-2 茶フォーク 100本 ¥612 （¥557） ➡ ¥792 （¥720）
52-613-11-3 カトラリー (カラー )黒 スプーン100本 ¥462 （¥420） ➡ ¥561 （¥510）
52-613-11-4 カトラリー (カラー )黒 フォーク100本 ¥462 （¥420） ➡ ¥561 （¥510）
52-613-11-5 カトラリー (カラー )黒 フォークスプーン100本 ¥528 （¥480） ➡ ¥627 （¥570）
52-613-11-6 黒ナイフ 100本 ¥497 （¥452） ➡ ¥638 （¥580）
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52-615-1-1 レジ袋バイオ25 ランチ SS 乳白 100枚20×32(22)×横マチ14cm ¥169 （¥154） ➡ ¥214 （¥195）
52-615-1-2 レジ袋バイオ25 ランチ S 乳白 100枚22×35(24)×横マチ13cm ¥189 （¥172） ➡ ¥236 （¥215）
52-615-1-3 レジ袋バイオ25 ランチ M 乳白 100枚25×35(23)×横マチ20cm ¥235 （¥214） ➡ ¥291 （¥265）
52-615-1-4 レジ袋バイオ25 ランチ L 乳白 100枚25×40(28.5)×横マチ20cm ¥268 （¥244） ➡ ¥314 （¥286）
52-615-1-5 レジ袋バイオ25 ランチ LL 乳白 100枚33×40(27.5)×横マチ17cm ¥295 （¥269） ➡ ¥335 （¥305）
52-615-2-1 レジ袋バイオ25 ランチ SS ベージュ 100枚20×32(22)×横マチ14cm ¥179 （¥163） ➡ ¥228 （¥208）
52-615-2-2 レジ袋バイオ25 ランチ S ベージュ 100枚22×35(24)×横マチ13cm ¥205 （¥187） ➡ ¥253 （¥230）
52-615-2-3 レジ袋バイオ25 ランチ M ベージュ 100枚25×35(23)×横マチ20cm ¥258 （¥235） ➡ ¥319 （¥290）
52-615-2-4 レジ袋バイオ25 ランチ L ベージュ 100枚25×40(28.5)×横マチ20cm ¥295 （¥269） ➡ ¥346 （¥315）
52-615-2-5 レジ袋バイオ25 ランチ LL ベージュ 100枚33×40(27.5)×横マチ17cm ¥332 （¥302） ➡ ¥382 （¥348）
52-615-4-1 カップ用バイオマスレジ袋 9cm 100枚9×25(15)×横マチ7cm ¥79 （¥72） ➡ ¥105 （¥96）
52-615-4-2 カップ用バイオマスレジ袋 10cm 100枚10×31(20)×横マチ7.5cm ¥99 （¥90） ➡ ¥125 （¥114）
52-615-5-1 大型レジ袋バイオビッグハンド36cm 50枚白 36×80(63)×横マチ18cm ¥660 （¥600） ➡ ¥891 （¥810）
52-615-5-2 大型レジ袋バイオビッグハンド40cm 50枚白 40×60(44)×横マチ30cm ¥660 （¥600） ➡ ¥891 （¥810）
52-615-5-3 大型レジ袋バイオビッグハンド50cm 50枚白 50×75(55)×横マチ35cm ¥990 （¥900） ➡ ¥1,320 （¥1,200）
52-615-6-1 バイオバンバンバッグ 38×24×6cm 100枚 ¥1,100 （¥1,000） ➡ ¥1,210 （¥1,100）
52-615-6-2 バイオバンバンバッグ 42×30×8cm 100枚 ¥1,320 （¥1,200） ➡ ¥1,485 （¥1,350）
52-615-6-3 バイオバンバンバッグ 44×34×8cm 100枚 ¥1,650 （¥1,500） ➡ ¥1,815 （¥1,650）
52-615-6-4 バイオバンバンバッグ 47×36.5×8cm100枚 ¥1,925 （¥1,750） ➡ ¥2,145 （¥1,950）
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52-615-6-5 バイオバンバンバッグ 52×34×8cm 100枚 ¥2,035 （¥1,850） ➡ ¥2,200 （¥2,000）
52-615-6-6 バイオバンバンバッグ 58×44×10cm 100枚 ¥2,915 （¥2,650） ➡ ¥3,300 （¥3,000）
52-615-7-1 アミタイ ピンク 20×22cm 200枚 ¥715 （¥650） ➡ ¥891 （¥810）
52-615-7-2 アミタイ ピンク 30×28cm 200枚 ¥869 （¥790） ➡ ¥1,039 （¥945）
52-615-8-1 アミタイ キャメル 20×22cm 200枚 ¥715 （¥650） ➡ ¥891 （¥810）
52-615-8-2 アミタイ キャメル 30×28cm 200枚 ¥869 （¥790） ➡ ¥1,039 （¥945）
52-615-9-1 アミタイ コーヒー 20×22cm 200枚 ¥715 （¥650） ➡ ¥891 （¥810）
52-615-9-2 アミタイ コーヒー 30×28cm 200枚 ¥869 （¥790） ➡ ¥1,039 （¥945）
52-615-10-1 アミタイ ホワイト 20×22cm 200枚 ¥715 （¥650） ➡ ¥891 （¥810）
52-615-10-2 アミタイ ホワイト 30×28cm 200枚 ¥869 （¥790） ➡ ¥1,039 （¥945）
52-615-10-3 アミタイ ホワイト 34×30cm 200枚 ¥1,089 （¥990） ➡ ¥1,293 （¥1,176）
52-615-10-4 アミタイ ホワイト 40×34cm 100枚 ¥638 （¥580） ➡ ¥764 （¥695）
52-615-11-1 アミタイ カップホルダー ピンク 500枚 ¥495 （¥450） ➡ ¥586 （¥533）
52-615-11-2 アミタイ カップホルダー コーヒー 500枚 ¥495 （¥450） ➡ ¥586 （¥533）
52-615-11-3 アミタイ カップホルダー ブラック 500枚 ¥495 （¥450） ➡ ¥586 （¥533）
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52-616-1-1 耐油角底袋 茶無地 13cm 100枚13×8×23.5cm ¥1,020 （¥928） ➡ ¥1,155 （¥1,050）
52-616-1-2 耐油角底袋 茶無地 15cm 100枚15×9×28cm ¥1,190 （¥1,082） ➡ ¥1,342 （¥1,220）
52-616-1-3 耐油角底袋 茶無地 18cm 100枚18×10.5×22.5cm ¥1,240 （¥1,128） ➡ ¥1,386 （¥1,260）
52-616-2-1 耐油角底袋 白無地 13cm 100枚13×8×23.5cm ¥1,020 （¥928） ➡ ¥1,155 （¥1,050）
52-616-2-2 耐油角底袋 白無地 15cm 100枚15×9×28cm ¥1,190 （¥1,082） ➡ ¥1,342 （¥1,220）
52-616-2-3 耐油角底袋 白無地 18cm 100枚18×10.5×22.5cm ¥1,240 （¥1,128） ➡ ¥1,386 （¥1,260）
52-616-3-1 窓付き袋 クラフト13×8×23.5cm 50枚 ¥528 （¥480） ➡ ¥633 （¥576）
52-616-3-2 窓付き袋 クラフト 15×9×28cm 50枚 ¥693 （¥630） ➡ ¥831 （¥756）
52-616-4-1 ワイヤー付窓付角底袋9×6×17cm 10枚 ¥363 （¥330） ➡ ¥435 （¥396）
52-616-4-2 ワイヤー付窓付角底袋12×6×24.5cm 10枚 ¥429 （¥390） ➡ ¥514 （¥468）
52-616-4-3 ワイヤー付窓付角底袋15.5×7×22cm10枚 ¥528 （¥480） ➡ ¥633 （¥576）
52-616-5-1 手提紙袋平ヒモ茶 18×6×16.5cm 50枚ローコストタイプ ¥671 （¥610） ➡ ¥803 （¥730）
52-616-5-3 手提紙袋平ヒモ茶 20×9×24cm 50枚ローコストタイプ ¥687 （¥625） ➡ ¥825 （¥750）
52-616-5-4 手提紙袋平ヒモ茶 22×13×25.5cm 50枚ローコストタイプ ¥935 （¥850） ➡ ¥1,045 （¥950）
52-616-5-6 手提紙袋平ヒモ茶 26×10×24cm 50枚ローコストタイプ ¥748 （¥680） ➡ ¥880 （¥800）
52-616-5-7 手提紙袋平ヒモ茶 26×16×26cm 50枚ローコストタイプ ¥979 （¥890） ➡ ¥1,155 （¥1,050）
52-616-6-1 手提紙袋平ヒモ白 18×6×16.5cm 50枚ローコストタイプ ¥720 （¥655） ➡ ¥858 （¥780）
52-616-6-2 手提紙袋平ヒモ白 18×10.5×22cm 50枚ローコストタイプ ¥891 （¥810） ➡ ¥1,056 （¥960）
52-616-6-3 手提紙袋平ヒモ白 20×9×24cm 50枚ローコストタイプ ¥737 （¥670） ➡ ¥880 （¥800）
52-616-6-4 手提紙袋平ヒモ白 22×13×25.5cm 50枚ローコストタイプ ¥990 （¥900） ➡ ¥1,100 （¥1,000）
52-616-6-5 手提紙袋平ヒモ白 26×9×18cm 50枚ローコストタイプ ¥891 （¥810） ➡ ¥1,056 （¥960）
52-616-6-6 手提紙袋平ヒモ白 26×10×24cm 50枚ローコストタイプ ¥764 （¥695） ➡ ¥935 （¥850）
52-616-6-7 手提紙袋平ヒモ白 26×16×26cm 50枚ローコストタイプ ¥1,045 （¥950） ➡ ¥1,210 （¥1,100）
52-616-7-1 手提紙袋 マチ広 25×19×21cm 25枚 ¥2,145 （¥1,950） ➡ ¥2,475 （¥2,250）
52-616-7-2 手提紙袋 マチ広 31×19×21cm 25枚 ¥2,310 （¥2,100） ➡ ¥2,805 （¥2,550）
52-616-8-1 トゥーゴーバッグ茶無地16×9×18cm25枚 ¥495 （¥450） ➡ ¥594 （¥540）
52-616-8-2 トゥーゴーバッグ茶無地21×12×23cm25枚 ¥594 （¥540） ➡ ¥693 （¥630）
52-616-8-3 トゥーゴーバッグ茶無地24×15×27.5 25枚 ¥726 （¥660） ➡ ¥858 （¥780）
52-616-9-1 取手付きアルミバッグ 30×35cm 20枚 ¥1,738 （¥1,580） ➡ ¥2,046 （¥1,860）
52-616-9-2 取手付きアルミバッグ 40×38cm 20枚 ¥2,046 （¥1,860） ➡ ¥2,420 （¥2,200）
52-616-9-3 取手付きアルミバッグ 45×48cm 10枚 ¥1,265 （¥1,150） ➡ ¥1,496 （¥1,360）
52-616-10-1 クールエコバッグ27×20×47(29.5)cm10枚 ¥2,794 （¥2,540） ➡ ¥2,970 （¥2,700）
52-616-11-1 キルティング風 保冷バッグ35×25×36cm5枚 ¥1,595 （¥1,450） ➡ ¥1,721 （¥1,565）
52-616-12-2 ファインパック 保冷剤 30g 300個 ¥2,194 （¥1,995） ➡ ¥2,310 （¥2,100）
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52-617-1-1 A面ボードマット片面仕様 ブラウン ¥3,828 （¥3,480） ➡ ¥4,048 （¥3,680）
52-617-1-2 A面ボードマット片面仕様 ナチュラル ¥3,828 （¥3,480） ➡ ¥4,048 （¥3,680）
52-617-1-3 A面ボードマット片面仕様 ブラック ¥3,828 （¥3,480） ➡ ¥4,048 （¥3,680）
52-617-2-1 A面ボードマット両面仕様 コンパクト ブラウン ¥4,158 （¥3,780） ➡ ¥4,378 （¥3,980）
52-617-2-2 A面ボードマット両面仕様 コンパクト ナチュラル ¥4,158 （¥3,780） ➡ ¥4,378 （¥3,980）
52-617-2-3 A面ボードマット両面仕様 スリム ブラウン ¥4,378 （¥3,980） ➡ ¥4,620 （¥4,200）
52-617-2-4 A面ボードマット両面仕様 スリム ナチュラル ¥4,378 （¥3,980） ➡ ¥4,620 （¥4,200）
52-617-2-5 A面ボードマット両面仕様スリム ブラック ¥4,378 （¥3,980） ➡ ¥4,620 （¥4,200）
52-617-2-6 A面ボードマット両面仕様 ハイタイプ ブラウン ¥9,790 （¥8,900） ➡ ¥9,350 （¥8,500）
52-617-3-1 Ａ面黒板 両面仕様 ブラック ¥4,169 （¥3,790） ➡ ¥4,620 （¥4,200）
52-617-3-2 A面黒板 両面仕様 ダークレッド ¥4,169 （¥3,790） ➡ ¥4,620 （¥4,200）
52-617-4-1 スマートA型黒板小(両面仕様) BK 1台 ¥3,740 （¥3,400） ➡ ¥3,960 （¥3,600）
52-617-4-2 スマートA型黒板小(両面仕様) RED 1台 ¥3,960 （¥3,600） ➡ ¥4,290 （¥3,900）
52-617-4-3 スマートA型黒板大(両面仕様) BK 1台 ¥6,380 （¥5,800） ➡ ¥6,600 （¥6,000）
52-617-5-1 A面スタンドボード(片面仕様)転倒防止仕様 ¥4,378 （¥3,980） ➡ ¥4,620 （¥4,200）
52-617-7-1 A面ボード(両面仕様)Rus ¥7,590 （¥6,900） ➡ ¥8,690 （¥7,900）
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52-618-3-1 ダストレスチョーク 白 6本 ¥105 （¥96） ➡ ¥110 （¥100）
52-618-3-2 ダストレスチョーク カラー 6色 6本 ¥151 （¥138） ➡ ¥165 （¥150）
52-618-3-3 ダストレスチョーク ユニバーサルカラー 5色 6本 ¥151 （¥138） ➡ ¥165 （¥150）
52-618-3-4 ダストレスチョーク 蛍光カラー 6色 6本 ¥330 （¥300） ➡ ¥363 （¥330）
52-618-14-1 レインカバー 大 ¥1,016 （¥924） ➡ ¥1,045 （¥950）
52-618-14-2 レインカバー スタンダード ¥1,098 （¥999） ➡ ¥1,098 （¥999）
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52-619-2-1 シンプル黒板 黒45×30cm ¥1,100 （¥1,000） ➡ ¥1,650 （¥1,500）
52-619-2-2 シンプル黒板 黒60×45cm ¥1,980 （¥1,800） ➡ ¥2,420 （¥2,200）
52-619-2-3 シンプル黒板 黒90×45cm ¥2,970 （¥2,700） ➡ ¥3,850 （¥3,500）
52-619-2-4 シンプル黒板 黒90×60cm ¥3,300 （¥3,000） ➡ ¥4,290 （¥3,900）
52-619-2-5 シンプル黒板 黒120×90cm ¥8,250 （¥7,500） ➡ ¥9,680 （¥8,800）
52-619-2-6 シンプル黒板 黒180×90cm ¥10,780 （¥9,800） ➡ ¥12,100 （¥11,000）
52-619-6-1 コルクボード両面 45×30cm ¥330 （¥300） ➡ ¥385 （¥350）

※掲載ページは「飲食店にぎわいナビvol.11」カタログでの掲載ページです。



掲載ページ ご注文番号 品　　　名 旧税込価格（旧本体価格） ➡ 改定後税込価格（改定後本体価格）

P.19

52-619-6-2 コルクボード両面仕様 60×45cm ¥528 （¥480） ➡ ¥638 （¥580）
52-619-6-3 コルクボード両面仕様 90×60cm ¥803 （¥730） ➡ ¥990 （¥900）
52-619-7-1 アンティークブラックボード片面 A4 ホワイト ¥1,529 （¥1,390） ➡ ¥1,650 （¥1,500）
52-619-7-2 アンティークブラックボード片面 A4 ブラウン ¥1,529 （¥1,390） ➡ ¥1,650 （¥1,500）
52-619-7-3 アンティークブラックボード片面 A3 ブラウン ¥2,277 （¥2,070） ➡ ¥2,640 （¥2,400）
52-619-7-4 アンティークブラックボード片面 A3 ホワイト ¥2,376 （¥2,160） ➡ ¥2,640 （¥2,400）
52-619-7-5 アンティークブラックボード片面 A2 ブラウン ¥3,113 （¥2,830） ➡ ¥3,520 （¥3,200）
52-619-7-6 アンティークブラックボード片面 A2 ホワイト ¥3,234 （¥2,940） ➡ ¥3,520 （¥3,200）
52-619-7-7 アンティークブラックボード片面 A1 ブラウン ¥5,500 （¥5,000） ➡ ¥6,600 （¥6,000）
52-619-8-1 ブラックボード60×45ブラウン マグネット(マット片面仕様) ¥1,518 （¥1,380） ➡ ¥1,650 （¥1,500）
52-619-8-2 ブラックボード60×45ナチュラル マグネット(マット片面仕様) ¥1,518 （¥1,380） ➡ ¥1,650 （¥1,500）
52-619-8-3 ブラックボード60×45ブラック マグネット(マット片面仕様) ¥1,518 （¥1,380） ➡ ¥1,650 （¥1,500）
52-619-8-4 ブラックボード90×60ブラウン マグネット(マット片面仕様) ¥2,596 （¥2,360） ➡ ¥2,750 （¥2,500）
52-619-8-5 ブラックボード90×60ナチュラル マグネット(マット片面仕様) ¥2,596 （¥2,360） ➡ ¥2,750 （¥2,500）
52-619-8-6 ブラックボード90×60ブラック マグネット(マット片面仕様) ¥2,596 （¥2,360） ➡ ¥2,750 （¥2,500）

P.20

52-620-1-1 フロントオープンポスタースタンド片面 B2シルバー前面カバー PET0.5mm ¥10,780 （¥9,800） ➡ ¥8,624 （¥7,840）
52-620-1-2 フロントオープンポスタースタンド片面 A1シルバー前面カバー PET0.5mm厚 ¥11,550 （¥10,500） ➡ ¥9,240 （¥8,400）
52-620-1-3 フロントオープンポスタースタンド片面 A1ブラック前面カバー PET0.5mm厚 ¥11,550 （¥10,500） ➡ ¥9,240 （¥8,400）
52-620-1-4 フロントオープンポスタースタンド片面 B1シルバー前面カバー PET0.5mm厚 ¥15,950 （¥14,500） ➡ ¥12,760 （¥11,600）
52-620-2-1 フロントオープンポスタースタンド両面 B2シルバー前面カバー PET0.5mm厚 ¥13,970 （¥12,700） ➡ ¥11,176 （¥10,160）
52-620-2-2 フロントオープンポスタースタンド両面 A1シルバー前面カバー PET0.5mm厚 ¥15,950 （¥14,500） ➡ ¥12,760 （¥11,600）
52-620-2-3 フロントオープンポスタースタンド両面 A1ブラック前面カバー PET0.5mm厚 ¥15,950 （¥14,500） ➡ ¥12,760 （¥11,600）
52-620-2-4 フロントオープンポスタースタンド両面 B1シルバー前面カバー PET0.5mm厚 ¥21,780 （¥19,800） ➡ ¥17,424 （¥15,840）
52-620-3-1 ポリウエイト 小 イエロー ¥770 （¥700） ➡ ¥880 （¥800）
52-620-3-2 ポリウエイト 小 チャコールグレー ¥770 （¥700） ➡ ¥880 （¥800）
52-620-3-3 ポリウェイト 大 イエロー ¥1,210 （¥1,100） ➡ ¥1,320 （¥1,200）
52-620-3-4 ポリウェイト 大 チャコールグレー ¥1,210 （¥1,100） ➡ ¥1,320 （¥1,200）
52-620-5-1 アーチ型ポスタースタンド B2両面 ¥26,400 （¥24,000） ➡ ¥28,600 （¥26,000）
52-620-6-1 スマートイーゼル ホワイト ¥3,850 （¥3,500） ➡ ¥4,070 （¥3,700）
52-620-6-2 スマートイーゼル ブラウン ¥3,850 （¥3,500） ➡ ¥4,070 （¥3,700）
52-620-6-3 スマートイーゼル ナチュラル ¥3,850 （¥3,500） ➡ ¥4,070 （¥3,700）
52-620-6-4 スマートイーゼル ブラック ¥3,850 （¥3,500） ➡ ¥4,070 （¥3,700）

P.21

52-621-3-1 屋外ポールサインスタンド A3片面 シルバー ¥11,550 （¥10,500） ➡ ¥12,100 （¥11,000）
52-621-3-2 屋外ポールサインスタンド A3片面 ブラック ¥12,100 （¥11,000） ➡ ¥13,200 （¥12,000）
52-621-3-3 屋外ポールサインスタンド A1ハーフ片面 シルバ ¥14,850 （¥13,500） ➡ ¥15,950 （¥14,500）
52-621-3-4 屋外ポールサインスタンド A1ハーフ片面 ブラック ¥16,500 （¥15,000） ➡ ¥17,050 （¥15,500）
52-621-4-1 屋外ポールサインスタンド A3両面 シルバー ¥16,500 （¥15,000） ➡ ¥18,150 （¥16,500）
52-621-4-2 屋外ポールサインスタンド A3両面 ブラック ¥18,150 （¥16,500） ➡ ¥19,250 （¥17,500）
52-621-4-3 屋外ポールサインスタンド A1ハーフ両面 シルバ ¥22,550 （¥20,500） ➡ ¥23,650 （¥21,500）
52-621-4-4 屋外ポールサインスタンド A1ハーフ両面 ブラック ¥24,200 （¥22,000） ➡ ¥25,300 （¥23,000）
52-621-5-1 屋外ポスタースタンド A1ブラック注水式両面仕様 ¥33,000 （¥30,000） ➡ ¥38,280 （¥34,800）
52-621-5-2 屋外ポスタースタンド A1シルバー注水式両面仕様 ¥33,000 （¥30,000） ➡ ¥38,280 （¥34,800）
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52-622-1-1 アルミフレームLEDライティングボード A1 シルバー ¥32,780 （¥29,800） ➡ ¥34,100 （¥31,000）
52-622-1-2 アルミフレームLEDライティングボード A1 ブラック ¥32,780 （¥29,800） ➡ ¥34,100 （¥31,000）
52-622-1-3 アルミフレームLEDライティングボード B1 シルバー ¥43,780 （¥39,800） ➡ ¥45,100 （¥41,000）
52-622-1-4 アルミフレームLEDライティングボード B1 ブラック ¥43,780 （¥39,800） ➡ ¥45,100 （¥41,000）
52-622-2-1 A2 ～ A1対応 アルミフリーイーゼル 430タイプ ¥14,300 （¥13,000） ➡ ¥15,180 （¥13,800）
52-622-2-2 A1 ～ A0対応 アルミフリーイーゼル 600タイプ ¥19,800 （¥18,000） ➡ ¥20,680 （¥18,800）
52-622-2-3 B1 ～ B0対応 アルミフリーイーゼル 800タイプ ¥26,400 （¥24,000） ➡ ¥27,280 （¥24,800）
52-622-3-1 MG ライトパネルカスタム A2 シルバー ¥29,700 （¥27,000） ➡ ¥33,000 （¥30,000）
52-622-3-2 MG ライトパネルカスタム B2 シルバー ¥42,900 （¥39,000） ➡ ¥47,300 （¥43,000）
52-622-3-3 MG ライトパネルカスタム A1 シルバー ¥49,500 （¥45,000） ➡ ¥55,000 （¥50,000）
52-622-3-4 MG ライトパネルカスタム B1 シルバー ¥72,600 （¥66,000） ➡ ¥80,300 （¥73,000）
52-622-3-5 MG ライトパネルカスタム A0 シルバー ¥73,425 （¥66,750） ➡ ¥82,500 （¥75,000）
52-622-3-6 MG ライトパネルカスタム B0 シルバー ¥99,000 （¥90,000） ➡ ¥107,800 （¥98,000）
52-622-4-1 MG ライトパネルカスタム A2 ブラック ¥29,700 （¥27,000） ➡ ¥33,000 （¥30,000）
52-622-4-2 MG ライトパネルカスタム B2 ブラック ¥42,900 （¥39,000） ➡ ¥47,300 （¥43,000）
52-622-4-3 MG ライトパネルカスタム A1 ブラック ¥49,500 （¥45,000） ➡ ¥55,000 （¥50,000）
52-622-4-4 MG ライトパネルカスタム B1 ブラック ¥72,600 （¥66,000） ➡ ¥80,300 （¥73,000）
52-622-4-5 MG ライトパネルカスタム A0 ブラック ¥73,425 （¥66,750） ➡ ¥82,500 （¥75,000）
52-622-4-6 MG ライトパネルカスタム B0 ブラック ¥99,000 （¥90,000） ➡ ¥107,800 （¥98,000）

P.23

52-623-1-1 コンパクトスタッキングパーティション ホワイト 青 ¥7,062 （¥6,420） ➡ ¥8,250 （¥7,500）
52-623-1-2 コンパクトスタッキングパーティション ホワイト 赤 ¥7,062 （¥6,420） ➡ ¥8,250 （¥7,500）
52-623-2-2 コンパクトスタッキングパーティション ブラック 赤 ¥7,062 （¥6,420） ➡ ¥8,250 （¥7,500）
52-623-2-3 コンパクトスタッキングパーティション ブラック 黒 ¥7,062 （¥6,420） ➡ ¥8,250 （¥7,500）
52-623-3-1 コンパクトスタッキングパーティション ステンレス 青 ¥8,800 （¥8,000） ➡ ¥9,350 （¥8,500）
52-623-3-2 コンパクトスタッキングパーティション ステンレス 赤 ¥8,800 （¥8,000） ➡ ¥9,350 （¥8,500）
52-623-4-1 ベルトパーティション用ポップ立て B6　1個 ¥1,760 （¥1,600） ➡ ¥1,980 （¥1,800）
52-623-4-2 ベルトパーティション用ポップ立て B5　1個 ¥1,826 （¥1,660） ➡ ¥2,090 （¥1,900）
52-623-5-1 ミセルサービスパネル 入口(4 ヶ国語) 1台 ¥3,575 （¥3,250） ➡ ¥3,740 （¥3,400）
52-623-5-2 ミセルサービスパネル 出口(4 ヶ国語) 1台 ¥3,575 （¥3,250） ➡ ¥3,740 （¥3,400）
52-623-5-3 ミセルサービスパネル 入口(4 ヶ国語)グラデ1台 ¥3,575 （¥3,250） ➡ ¥3,740 （¥3,400）
52-623-5-4 ミセルサービスパネル 出口(4 ヶ国語)グラデ1台 ¥3,575 （¥3,250） ➡ ¥3,740 （¥3,400）
52-623-8-1 折りたたみ式傘立て 12本立て ¥6,006 （¥5,460） ➡ ¥6,358 （¥5,780）
52-623-8-2 折りたたみ式傘立て 24本立て ¥8,305 （¥7,550） ➡ ¥8,470 （¥7,700）
52-623-9-1 ライフステップマット(屋内用)小グリーン ¥1,650 （¥1,500） ➡ ¥2,200 （¥2,000）
52-623-9-2 ライフステップマット(屋内用)小グレー ¥1,650 （¥1,500） ➡ ¥2,200 （¥2,000）
52-623-9-4 ライフステップマット(屋内用)大グリーン ¥2,530 （¥2,300） ➡ ¥3,520 （¥3,200）

※掲載ページは「飲食店にぎわいナビvol.11」カタログでの掲載ページです。
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P.23 52-623-9-5 ライフステップマット(屋内用)大グレー ¥2,530 （¥2,300） ➡ ¥3,520 （¥3,200）

P.24

52-624-1-1 A4サインスタンド ホワイト新仕様 ¥4,950 （¥4,500） ➡ ¥5,390 （¥4,900）
52-624-1-2 A4サインスタンド ブラック新仕様 ¥4,950 （¥4,500） ➡ ¥5,390 （¥4,900）
52-624-1-3 A4サインスタンド用パンフレット立て WH ¥748 （¥680） ➡ ¥770 （¥700）
52-624-1-4 A4サインスタンド用パンフレット立て BK ¥748 （¥680） ➡ ¥770 （¥700）
52-624-2-1 メニュースタンドA3横 ¥7,150 （¥6,500） ➡ ¥9,350 （¥8,500）
52-624-3-1 A3メニュースタンド ¥10,263 （¥9,330） ➡ ¥10,780 （¥9,800）
52-624-4-1 記名台 白木タイプ ¥22,440 （¥20,400） ➡ ¥25,850 （¥23,500）
52-624-4-2 記名台 けやきタイプ ¥22,440 （¥20,400） ➡ ¥25,850 （¥23,500）
52-624-4-3 記名台 記名台用プレート ¥1,397 （¥1,270） ➡ ¥1,606 （¥1,460）

P.25

52-625-4-1 アーバンメニュー A4 4P 　黒 ¥1,320 （¥1,200） ➡ ¥1,452 （¥1,320）
52-625-4-2 アーバンメニュー A4 4P 　茶 ¥1,320 （¥1,200） ➡ ¥1,452 （¥1,320）
52-625-4-3 アーバンメニュー A4 4P　追加ビニール ¥220 （¥200） ➡ ¥253 （¥230）
52-625-4-4 アーバンメニュー A4 4P　メニューピン ¥88 （¥80） ➡ ¥104 （¥95）
52-625-4-5 アーバンメニュー A4 4P 黒　10冊 ¥12,650 （¥11,500） ➡ ¥13,915 （¥12,650）
52-625-4-6 アーバンメニュー A4 4P 茶　10冊 ¥12,650 （¥11,500） ➡ ¥13,915 （¥12,650）
52-625-5-1 アーバンメニュー抗菌 A4 4P　黒 ¥1,430 （¥1,300） ➡ ¥1,573 （¥1,430）
52-625-5-2 アーバンメニュー抗菌A4追加ビニール ¥242 （¥220） ➡ ¥275 （¥250）

P.26

52-626-5-1 片面用ポップホルダー A5タテ ¥275 （¥250） ➡ ¥286 （¥260）
52-626-5-3 片面用ポップホルダー A4タテ ¥440 （¥400） ➡ ¥462 （¥420）
52-626-5-4 片面用ポップホルダー A3タテ ¥1,210 （¥1,100） ➡ ¥1,320 （¥1,200）
52-626-6-1 両面用ポップホルダー A5タテ ¥297 （¥270） ➡ ¥308 （¥280）
52-626-6-2 両面用ポップホルダー A4タテ ¥484 （¥440） ➡ ¥506 （¥460）
52-626-6-3 両面用ポップホルダー A4ヨコ ¥528 （¥480） ➡ ¥550 （¥500）
52-626-6-4 両面用ポップホルダー A3タテ ¥1,485 （¥1,350） ➡ ¥1,540 （¥1,400）

P.27

52-627-2-1 感熱レジロール紙 44×外径80芯12mm5巻 ¥550 （¥500） ➡ ¥605 （¥550）
52-627-2-2 感熱レジロール紙 58×外径80芯12mm5巻 ¥627 （¥570） ➡ ¥693 （¥630）
52-627-2-3 感熱レジロール紙44×外径80芯12mm100巻 ¥9,900 （¥9,000） ➡ ¥10,890 （¥9,900）
52-627-2-4 感熱レジロール紙58×外径80芯12mm60巻 ¥6,270 （¥5,700） ➡ ¥6,897 （¥6,270）
52-627-2-5 感熱レジロール紙44×外径80芯12mm200巻 ¥18,700 （¥17,000） ➡ ¥20,570 （¥18,700）
52-627-2-6 感熱レジロール紙58×外径80芯12mm120巻 ¥12,276 （¥11,160） ➡ ¥13,508 （¥12,280）
52-627-3-1 メッセージカルトン ブラック ¥385 （¥350） ➡ ¥462 （¥420）
52-627-3-2 メッセージカルトン ホワイト ¥385 （¥350） ➡ ¥462 （¥420）
52-627-4-1 POPカルトン 抗菌Ag+ ¥385 （¥350） ➡ ¥462 （¥420）
52-627-5-1 12桁 軽減税率対応電卓 シルバー ¥742 （¥675） ➡ ¥880 （¥800）
52-627-5-2 12桁 軽減税率対応電卓 ホワイト ¥742 （¥675） ➡ ¥880 （¥800）
52-627-6-1 バイカラーカウンター W600  天板エクリュ ¥49,500 （¥45,000） ➡ ¥52,800 （¥48,000）
52-627-6-2 バイカラーカウンター W600 天板RUS ¥50,050 （¥45,500） ➡ ¥53,350 （¥48,500）
52-627-6-3 バイカラーカウンター W1200  天板エクリュ ¥85,800 （¥78,000） ➡ ¥86,900 （¥79,000）
52-627-6-4 バイカラーカウンター W1200  天板RUS ¥86,900 （¥79,000） ➡ ¥88,000 （¥80,000）
52-627-7-1 一体型レジ台W120cm照明無しホワイト ¥77,000 （¥70,000） ➡ ¥95,700 （¥87,000）
52-627-7-2 一体型レジ台W120cm照明無しダークブラウン ¥77,000 （¥70,000） ➡ ¥95,700 （¥87,000）
52-627-7-3 一体型レジ台W120㎝照明無しラスティック ¥79,200 （¥72,000） ➡ ¥97,900 （¥89,000）

P.28

52-628-1-1 複式お会計伝票 S-20A 10冊1枚目切り取りミシン10本有 2枚目無 ¥1,463 （¥1,330） ➡ ¥1,617 （¥1,470）
52-628-1-2 複式お会計伝票 K-15 10冊1枚目切り取りミシン15本有 2枚目無 ¥2,200 （¥2,000） ➡ ¥2,420 （¥2,200）
52-628-3-1 マグネット式伝票ホルダー カバー無 小 黒 ¥616 （¥560） ➡ ¥737 （¥670）
52-628-3-2 マグネット式伝票ホルダー カバー無 小 茶 ¥616 （¥560） ➡ ¥737 （¥670）
52-628-3-3 マグネット式伝票ホルダー カバー無 中 黒 ¥781 （¥710） ➡ ¥935 （¥850）
52-628-3-4 マグネット式伝票ホルダー カバー無 中 茶 ¥781 （¥710） ➡ ¥935 （¥850）

P.29

52-629-7-1 クリップホルダーナチュラル 1個 ¥352 （¥320） ➡ ¥385 （¥350）
52-629-7-2 クリップホルダーアクリル 1個 ¥440 （¥400） ➡ ¥484 （¥440）
52-629-7-3 クリップホルダー　大理石柄　1個 ¥605 （¥550） ➡ ¥660 （¥600）
52-629-8-1 卓上パンフレット立て 名刺サイズタテ ¥115 （¥105） ➡ ¥126 （¥115）
52-629-8-2 卓上パンフレット立て 名刺サイズヨコ ¥115 （¥105） ➡ ¥126 （¥115）
52-629-8-3 卓上パンフレット立て A4三ツ折タテ ¥304 （¥277） ➡ ¥330 （¥300）

P.30

52-630-2-1 エコぴた 22cm×100m巻 ¥264 （¥240） ➡ ¥286 （¥260）
52-630-2-2 エコぴた 30cm×100m巻 ¥275 （¥250） ➡ ¥297 （¥270）
52-630-2-3 エコぴた 45cm×50m巻 プラ刃 ¥275 （¥250） ➡ ¥297 （¥270）
52-630-3-1 キッチニスタラップ抗菌30㎝×100m ¥396 （¥360） ➡ ¥473 （¥430）
52-630-3-2 キッチニスタラップ抗菌45㎝×50m ¥396 （¥360） ➡ ¥473 （¥430）

P.31

52-631-5-1 PP製バスケット ナチュラル 15×11×5cm 5個 ¥1,650 （¥1,500） ➡ ¥1,540 （¥1,400）
52-631-5-2 PP製バスケット ナチュラル 18×13×5cm 5個 ¥1,980 （¥1,800） ➡ ¥1,870 （¥1,700）
52-631-5-3 PP製バスケット ナチュラル 22×15×6cm 5個 ¥2,310 （¥2,100） ➡ ¥2,200 （¥2,000）
52-631-5-4 PP製バスケット ナチュラル 25×17×6.5cm 5個 ¥2,640 （¥2,400） ➡ ¥2,530 （¥2,300）
52-631-5-5 PP製バスケット ナチュラル 28×19×7cm 5個 ¥3,190 （¥2,900） ➡ ¥2,860 （¥2,600）
52-631-6-1 PP製バスケット ブラウン 15×11×5cm 5個 ¥1,650 （¥1,500） ➡ ¥1,540 （¥1,400）
52-631-6-2 PP製バスケット ブラウン 18×13×5cm 5個 ¥1,980 （¥1,800） ➡ ¥1,870 （¥1,700）
52-631-6-3 PP製バスケット ブラウン 22×15×6cm 5個 ¥2,310 （¥2,100） ➡ ¥2,200 （¥2,000）
52-631-6-4 PP製バスケット ブラウン 25×17×6.5cm 5個 ¥2,640 （¥2,400） ➡ ¥2,530 （¥2,300）
52-631-6-5 PP製バスケット ブラウン 28×19×7cm 5個 ¥3,190 （¥2,900） ➡ ¥2,860 （¥2,600）
52-631-7-3 PPすのこ40×30cmナチュラル　1個 ¥660 （¥600） ➡ ¥1,320 （¥1,200）
52-631-7-4 PPすのこ 60×40cmブラウン　1個 ¥880 （¥800） ➡ ¥1,320 （¥1,200）
52-631-8-1 PP型傾斜バスケット 小 1個 ¥2,200 （¥2,000） ➡ ¥1,980 （¥1,800）
52-631-8-2 PP型傾斜バスケット 大 1個 ¥3,300 （¥3,000） ➡ ¥3,080 （¥2,800）

P.32

52-632-3-1 円型フードカバー　直径27cm ¥1,540 （¥1,400） ➡ ¥1,650 （¥1,500）
52-632-3-2 円型フードカバー　直径35.6cm ¥2,420 （¥2,200） ➡ ¥2,640 （¥2,400）
52-632-4-1 スクエア型フードカバー　W41cm ¥3,300 （¥3,000） ➡ ¥3,520 （¥3,200）
52-632-4-2 スクエア型フードカバー　W51cm ¥4,400 （¥4,000） ➡ ¥4,730 （¥4,300）

※掲載ページは「飲食店にぎわいナビvol.11」カタログでの掲載ページです。
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P.32

52-632-5-1 スライド式フードカバー　ラウンド型 ¥3,850 （¥3,500） ➡ ¥4,070 （¥3,700）
52-632-5-2 スライド式フードカバー　スクエア型 ¥4,620 （¥4,200） ➡ ¥4,950 （¥4,500）
52-632-6-1 ★リブ ミニショーケースブラウン ¥14,850 （¥13,500） ➡ ¥18,700 （¥17,000）
52-632-6-2 ★リブ ミニショーケースホワイト ¥14,850 （¥13,500） ➡ ¥18,700 （¥17,000）
52-632-6-3 ★リブ ミニショーケースナチュラル ¥14,850 （¥13,500） ➡ ¥18,700 （¥17,000）
52-632-7-1 アクリルカバー W44.8cm ¥3,740 （¥3,400） ➡ ¥3,960 （¥3,600）
52-632-7-2 アクリルカバー W59.8cm ¥4,400 （¥4,000） ➡ ¥4,620 （¥4,200）

P.33

52-633-1-1 ハコマルシェワゴンW90cmトレー天板･テント・パネル木棚2段セット ¥60,500 （¥55,000） ➡ ¥72,028 （¥65,480）
52-633-2-1 中折ワゴン ブラックフレーム(ブラックテント)W90新仕様 ¥21,780 （¥19,800） ➡ ¥23,100 （¥21,000）
52-633-3-1 中折ワゴン ブラックフレーム(ブラウンテント)W90新仕様 ¥21,780 （¥19,800） ➡ ¥23,100 （¥21,000）
52-633-4-1 対面型テーブル W120×D72×H210㎝ ¥49,500 （¥45,000） ➡ ¥55,000 （¥50,000）
52-633-5-1 マルシェ簡易テーブルW120cm BK脚 RUS ¥24,200 （¥22,000） ➡ ¥25,300 （¥23,000）
52-633-5-2 マルシェ簡易テーブルW150cm BK脚 RUS ¥30,800 （¥28,000） ➡ ¥31,900 （¥29,000）

P.34

52-634-1-1 スキマ型ワゴン 白 W45×H160ｃｍ ¥4,400 （¥4,000） ➡ ¥4,950 （¥4,500）
52-634-1-2 スキマ型ワゴン 白 W60×H160ｃｍ ¥5,390 （¥4,900） ➡ ¥6,050 （¥5,500）
52-634-1-3 スキマ型ワゴン 白 W90×H160ｃｍ ¥5,940 （¥5,400） ➡ ¥6,980 （¥6,346）
52-634-2-1 スキマ型ワゴン 黒 W45×H160ｃｍ ¥4,400 （¥4,000） ➡ ¥4,950 （¥4,500）
52-634-2-2 スキマ型ワゴン 黒 W60×H160ｃｍ ¥5,390 （¥4,900） ➡ ¥6,050 （¥5,500）
52-634-2-3 スキマ型ワゴン 黒 W90×H160ｃｍ ¥5,940 （¥5,400） ➡ ¥6,980 （¥6,346）
52-634-3-1 小型スキマ型ワゴン W45×H135cm 白 ¥4,400 （¥4,000） ➡ ¥4,950 （¥4,500）
52-634-4-1 スモールバスケットワゴン W45×D45 白脚部強化　新仕様 ¥3,850 （¥3,500） ➡ ¥5,500 （¥5,000）
52-634-4-2 スモールバスケットワゴン W60×D60 白脚部強化　新仕様 ¥4,950 （¥4,500） ➡ ¥6,050 （¥5,500）
52-634-4-3 バスケットワゴン W75×D45 白脚部強化　新仕様 ¥4,950 （¥4,500） ➡ ¥6,600 （¥6,000）
52-634-4-4 バスケットワゴン W90×D60 白脚部強化　新仕様 ¥5,500 （¥5,000） ➡ ¥7,700 （¥7,000）
52-634-5-1 トレースタンド3段小PPトレー　ポリプロピレン製 ¥16,500 （¥15,000） ➡ ¥18,700 （¥17,000）
52-634-5-2 トレースタンド3段大PPトレー　ポリプロピレン製 ¥17,600 （¥16,000） ➡ ¥19,800 （¥18,000）
52-634-5-3 トレースタンド4段小PPトレー　ポリプロピレン製 ¥19,800 （¥18,000） ➡ ¥23,100 （¥21,000）
52-634-5-4 トレースタンド4段大PPトレー　ポリプロピレン製 ¥22,000 （¥20,000） ➡ ¥25,300 （¥23,000）
52-634-6-1 木製X脚ワゴン アルテンホワイトW90D60H85cm ¥14,850 （¥13,500） ➡ ¥22,000 （¥20,000）
52-634-6-2 木製X脚ワゴン アルテンブラウン W90D60H85 ¥14,850 （¥13,500） ➡ ¥22,000 （¥20,000）

P.35

52-635-3-1 カフェテーブル アカシア シルバー脚 ¥16,830 （¥15,300） ➡ ¥18,370 （¥16,700）
52-635-3-2 カフェテーブル アカシア ブラック脚 ¥16,830 （¥15,300） ➡ ¥18,370 （¥16,700）
52-635-4-1 カフェテーブル メラミンタイプ ホワイト シルバー脚 ¥12,078 （¥10,980） ➡ ¥14,520 （¥13,200）
52-635-4-2 カフェテーブル メラミンタイプ ホワイト ブラック脚 ¥12,078 （¥10,980） ➡ ¥14,520 （¥13,200）
52-635-5-1 カフェテーブル メラミンタイプ エクリュ シルバー脚 ¥12,078 （¥10,980） ➡ ¥14,520 （¥13,200）
52-635-5-2 カフェテーブル メラミンタイプ エクリュ ブラック脚 ¥12,078 （¥10,980） ➡ ¥14,520 （¥13,200）
52-635-6-1 カフェテーブル メラミンタイプ ブラウン シルバー脚 ¥12,078 （¥10,980） ➡ ¥14,520 （¥13,200）
52-635-6-2 カフェテーブル メラミンタイプ ブラウン ブラック脚 ¥12,078 （¥10,980） ➡ ¥14,520 （¥13,200）
52-635-7-1 カフェテーブル メラミンホワイトウッド シルバー脚 ¥12,078 （¥10,980） ➡ ¥13,860 （¥12,600）
52-635-7-2 カフェテーブル メラミンホワイトウッド ブラック脚 ¥12,078 （¥10,980） ➡ ¥13,860 （¥12,600）
52-635-8-1 ハイカウンターテーブル ホワイトウッド幕板なし ¥16,390 （¥14,900） ➡ ¥19,580 （¥17,800）
52-635-8-2 ハイカウンターテーブル 幕板付き ¥21,890 （¥19,900） ➡ ¥22,880 （¥20,800）
52-635-9-1 ダイニングテーブル 750×750×720 ¥13,750 （¥12,500） ➡ ¥15,180 （¥13,800）
52-635-9-2 ダイニングテーブル 1500×750×720 ¥24,090 （¥21,900） ➡ ¥26,180 （¥23,800）

P.36

52-636-1-1 マグネットパーティション ラスティック柄フレーム 黒W90×D40×H180cm1枚（安定脚別売） ¥16,390 （¥14,900） ➡ ¥19,800 （¥18,000）
52-636-1-2 マグネットパーティション アイボリー フレーム白W90×D40×H180cm1枚（安定脚別売） ¥16,390 （¥14,900） ➡ ¥19,800 （¥18,000）
52-636-1-3 マグネットパーティションポリカ＋ラスティック柄W90×D40×H180cm1台（安定脚別売） ¥16,390 （¥14,900） ➡ ¥19,800 （¥18,000）
52-636-1-4 マグネットパーティションポリカ＋アイボリーフレーム白W90×D40×H180cm 1枚（安定脚別売） ¥16,390 （¥14,900） ➡ ¥19,800 （¥18,000）
52-636-1-5 マグネットパーティション全面透明ポリカフレーム黒W90×D40×H180cm 1枚(安定脚別売） ¥16,390 （¥14,900） ➡ ¥19,800 （¥18,000）
52-636-1-6 マグネットパーティション全面透明ポリカフレーム白W90×D40×H180cm 1枚（安定脚別売) ¥16,390 （¥14,900） ➡ ¥19,800 （¥18,000）
52-636-2-1 マグネットパーティション ウォールナットH152.5×W60cm ¥11,440 （¥10,400） ➡ ¥13,200 （¥12,000）
52-636-2-2 マグネットパーティション ウォールナットH152.5×W90cm ¥15,180 （¥13,800） ➡ ¥17,600 （¥16,000）
52-636-2-3 マグネットパーティション ウォールナットH182.5×W60cm ¥13,310 （¥12,100） ➡ ¥14,850 （¥13,500）
52-636-2-4 マグネットパーティション ウォールナットH182.5×W90cm ¥16,720 （¥15,200） ➡ ¥18,700 （¥17,000）
52-636-3-1 マグネットパーティション クリアフロストH152.5×W60cm ¥11,440 （¥10,400） ➡ ¥13,200 （¥12,000）
52-636-3-2 マグネットパーティション クリアフロストH152.5×W90cm ¥15,180 （¥13,800） ➡ ¥17,600 （¥16,000）
52-636-3-3 マグネットパーティション クリアフロストH182.5×W60cm ¥13,310 （¥12,100） ➡ ¥14,850 （¥13,500）
52-636-3-4 マグネットパーティション クリアフロストH182.5×W90cm ¥16,720 （¥15,200） ➡ ¥18,700 （¥17,000）
52-636-4-1 マグネットパーティション安定脚(アジャスター付き)ブラック　1個 ¥1,463 （¥1,330） ➡ ¥1,738 （¥1,580）
52-636-4-2 マグネットパーティション安定脚(アジャスター付き)ホワイト　1個 ¥1,463 （¥1,330） ➡ ¥1,738 （¥1,580）
52-636-4-3 マグネットパーティション安定脚(アジャスター )シルバ- 1個 ¥1,463 （¥1,330） ➡ ¥1,738 （¥1,580）
52-636-5-1 マグネットパーティション安定脚キャスターブラック1コ ¥1,540 （¥1,400） ➡ ¥1,760 （¥1,600）
52-636-5-2 マグネットパ-ティション安定脚キャスター付シロ1コ ¥1,540 （¥1,400） ➡ ¥1,760 （¥1,600）
52-636-5-3 マグネットパーティション安定脚(キャスター付)シルバー 1コ ¥1,540 （¥1,400） ➡ ¥1,760 （¥1,600）
52-636-6-1 マグネットパーティション用直線連結セットブラック2コ ¥1,210 （¥1,100） ➡ ¥1,430 （¥1,300）
52-636-6-2 マグネットパーテーション用直線連結セット ホワイト2コ ¥1,210 （¥1,100） ➡ ¥1,430 （¥1,300）
52-636-6-3 マグネットパーテーション用 直線連結セットシルバ- 2コ ¥1,210 （¥1,100） ➡ ¥1,430 （¥1,300）
52-636-7-1 マグネットパーティション L字連結セットブラック2コ ¥1,210 （¥1,100） ➡ ¥1,320 （¥1,200）
52-636-7-2 マグネットパーティション用L字連結セットホワイト2コ ¥1,210 （¥1,100） ➡ ¥1,320 （¥1,200）
52-636-7-3 マグネットパーテーション用 L型連結セットシルバー 2コ ¥1,210 （¥1,100） ➡ ¥1,320 （¥1,200）
52-636-8-1 木製プランターボックス(フラワーボックス）ラスティック柄 ¥14,190 （¥12,900） ➡ ¥15,180 （¥13,800）
52-636-10-1 木製パーティション4連 ホワイト ¥16,588 （¥15,080） ➡ ¥21,450 （¥19,500）
52-636-10-2 木製パーティション4連 ブラウン ¥16,588 （¥15,080） ➡ ¥21,450 （¥19,500）

P.37

52-637-1-1 プレスチェア座有りホワイト 2台 ¥13,200 （¥12,000） ➡ ¥14,520 （¥13,200）
52-637-1-2 プレスチェア座有りブラック 2台 ¥13,200 （¥12,000） ➡ ¥14,520 （¥13,200）
52-637-3-1 プレスハイスツール座有ホワイト 2台 ¥11,220 （¥10,200） ➡ ¥11,880 （¥10,800）
52-637-3-2 プレスハイスツール 座有ブラック 2台 ¥11,220 （¥10,200） ➡ ¥11,880 （¥10,800）
52-637-6-1 ウォッシャブル1Pソファ ライトグレー×1 ¥28,600 （¥26,000） ➡ ¥37,180 （¥33,800）

※掲載ページは「飲食店にぎわいナビvol.11」カタログでの掲載ページです。
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P.37 52-637-6-2 ウォッシャブル1Pソファ ブルー×1 ¥28,600 （¥26,000） ➡ ¥37,180 （¥33,800）
52-637-6-3 ウォッシャブル1Pソファ グリーン×1 ¥28,600 （¥26,000） ➡ ¥37,180 （¥33,800）

P.38 52-638-3-1 手荷物収納メッシュワゴン 小 1台 ¥2,024 （¥1,840） ➡ ¥2,222 （¥2,020）
52-638-3-2 手荷物収納メッシュワゴン 大 1台 ¥2,332 （¥2,120） ➡ ¥2,563 （¥2,330）

P.39

52-639-1-1 組立式シングルハンガー 白 W60cm単輪キャスター新仕様 ¥3,630 （¥3,300） ➡ ¥4,950 （¥4,500）
52-639-1-2 組立式シングルハンガー 白 W90cmタイプ単輪キャスター ¥3,960 （¥3,600） ➡ ¥5,500 （¥5,000）
52-639-2-1 組立式シングルハンガー 黒 W60cmタイプ単輪キャスター ¥3,630 （¥3,300） ➡ ¥4,950 （¥4,500）
52-639-2-2 組立式シングルハンガー 黒 W90cmタイプ単輪キャスター ¥3,960 （¥3,600） ➡ ¥5,500 （¥5,000）
52-639-3-1 傾斜ハンガー丸パイプ 白ローレット仕様 ¥9,900 （¥9,000） ➡ ¥11,000 （¥10,000）
52-639-3-2 傾斜ハンガー丸パイプ 黒ローレット仕様 ¥9,900 （¥9,000） ➡ ¥11,000 （¥10,000）
52-639-4-1 傾斜ハンガー角パイプ 白ローレット仕様 ¥9,900 （¥9,000） ➡ ¥11,000 （¥10,000）
52-639-4-2 傾斜ハンガー角パイプ 黒ローレット仕様 ¥9,900 （¥9,000） ➡ ¥11,000 （¥10,000）
52-639-5-1 インハングハンガーラック21mm角パイプW90cm黒ローレット仕様 ¥15,400 （¥14,000） ➡ ¥16,500 （¥15,000）
52-639-5-2 インハングハンガーラック21mm角パイプW90cm白ローレット仕様 ¥15,400 （¥14,000） ➡ ¥16,500 （¥15,000）
52-639-6-1 インハングハンガーラック丸パイプW90cm 黒ローレット仕様 ¥15,400 （¥14,000） ➡ ¥16,500 （¥15,000）
52-639-6-2 インハングハンガーラック丸パイプW90cm 白ローレット仕様 ¥15,400 （¥14,000） ➡ ¥16,500 （¥15,000）
52-639-7-1 インハングハンガーラック21角パイプW120cm黒ローレット仕様 ¥17,600 （¥16,000） ➡ ¥18,700 （¥17,000）
52-639-7-2 インハングハンガーラック21角パイプW120cm白ローレット仕様 ¥17,600 （¥16,000） ➡ ¥18,700 （¥17,000）
52-639-8-1 インハングハンガーラック丸パイプW120cm 黒ローレット仕様 ¥17,600 （¥16,000） ➡ ¥18,700 （¥17,000）
52-639-8-2 インハングハンガーラック丸パイプW120cm 白ローレット仕様 ¥17,600 （¥16,000） ➡ ¥18,700 （¥17,000）

P.40

52-640-3-1 ガーデンテーブル丸型Φ68.5㎝ ¥7,271 （¥6,610） ➡ ¥9,130 （¥8,300）
52-640-3-3 ガーデンテーブル八角型Φ110cm ¥18,150 （¥16,500） ➡ ¥19,580 （¥17,800）
52-640-3-4 ガーデンチェア 2台 GC91JP ¥11,649 （¥10,590） ➡ ¥12,320 （¥11,200）
52-640-5-1 パラソルベース ブラック スクエアW36cm 11Kｇ ¥2,585 （¥2,350） ➡ ¥2,750 （¥2,500）
52-640-5-2 パラソルベース ブラック サークル直径45cm15kg ¥3,289 （¥2,990） ➡ ¥3,520 （¥3,200）
52-640-6-1 アルミテーブル AL-P60RT 1台 ¥12,100 （¥11,000） ➡ ¥13,200 （¥12,000）
52-640-7-1 アルミチェア AL-P40C 4台 ¥38,500 （¥35,000） ➡ ¥42,900 （¥39,000）

P.41

52-641-15-1 のぼり用 ポール3ｍ伸縮式 白 ¥418 （¥380） ➡ ¥440 （¥400）
52-641-15-2 のぼり用 ポール3ｍ伸縮式 黒 ¥418 （¥380） ➡ ¥440 （¥400）
52-641-15-3 のぼり用 ポール3ｍ伸縮式 青 ¥418 （¥380） ➡ ¥440 （¥400）
52-641-16-1 のぼり用ポールスタンド注水型 白 ¥1,408 （¥1,280） ➡ ¥1,485 （¥1,350）
52-641-16-2 のぼり用ポールスタンド注水型 黒 ¥1,408 （¥1,280） ➡ ¥1,485 （¥1,350）
52-641-16-3 のぼり用ポールスタンド注水型 青 ¥1,408 （¥1,280） ➡ ¥1,485 （¥1,350）
52-641-16-4 のぼり用ポールスタンド注水型 白 6台 ¥7,788 （¥7,080） ➡ ¥8,052 （¥7,320）
52-641-16-5 のぼり用ポールスタンド注水型 黒 6台 ¥7,788 （¥7,080） ➡ ¥8,052 （¥7,320）
52-641-16-6 のぼり用ポールスタンド注水型 青 6台 ¥7,788 （¥7,080） ➡ ¥8,052 （¥7,320）

P.42

52-642-1-1 景品アソート30円上代200個 ¥5,104 （¥4,640） ➡ ¥5,302 （¥4,820）
52-642-2-1 景品アソート50円上代200個 ¥8,547 （¥7,770） ➡ ¥8,888 （¥8,080）
52-642-3-1 景品アソート100円上代96個 ¥8,162 （¥7,420） ➡ ¥8,492 （¥7,720）
52-642-4-1 ミニミニカーあつめるんです1セット(玩具) ¥2,145 （¥1,950） ➡ ¥2,189 （¥1,990）
52-642-5-1 ミニミニ文具あつめるんです1セット ¥2,145 （¥1,950） ➡ ¥2,189 （¥1,990）
52-642-6-1 ミニミニ消しゴムあつめるんです1セット ¥2,145 （¥1,950） ➡ ¥2,189 （¥1,990）
52-642-7-1 手品グッズあつめるんです1セット ¥2,145 （¥1,950） ➡ ¥2,189 （¥1,990）
52-642-8-1 駄菓子屋さん消しゴム集めるんです ¥2,145 （¥1,950） ➡ ¥2,189 （¥1,990）
52-642-9-1 ミニミニ動物あつめるんです 1セット ¥2,145 （¥1,950） ➡ ¥2,189 （¥1,990）
52-642-10-1 ありがとう大判ウェットティッシュ 100個 ¥8,668 （¥7,880） ➡ ¥9,020 （¥8,200）
52-642-11-1 ありがとうキューブティッシュ 100個 ¥7,678 （¥6,980） ➡ ¥8,360 （¥7,600）

P.43

52-643-1-1 折りたたみテーブル棚付 150×45cm チーク ¥7,150 （¥6,500） ➡ ¥7,480 （¥6,800）
52-643-1-2 折りたたみテーブル棚付 150×45cm 白 ¥7,150 （¥6,500） ➡ ¥7,480 （¥6,800）
52-643-2-1 折りたたみテーブル棚付180×45㎝チーク色 ¥7,590 （¥6,900） ➡ ¥7,920 （¥7,200）
52-643-2-2 折りたたみテーブル棚付き180×45cm 白 ¥7,590 （¥6,900） ➡ ¥7,920 （¥7,200）
52-643-2-3 折りたたみテーブル棚付180×60㎝チーク色 ¥9,790 （¥8,900） ➡ ¥10,230 （¥9,300）
52-643-2-4 折りたたみテーブル棚付き180×60cm 白 ¥9,790 （¥8,900） ➡ ¥10,230 （¥9,300）
52-643-5-1 スチール製ダイヤル錠ロッカー 1人用　ホワイト ¥12,100 （¥11,000） ➡ ¥14,080 （¥12,800）
52-643-5-2 スチール製ダイヤル錠ロッカー 2人用　ホワイト ¥14,300 （¥13,000） ➡ ¥16,280 （¥14,800）
52-643-5-3 スチール製ダイヤル錠ロッカー 3人用　ホワイト ¥15,950 （¥14,500） ➡ ¥18,480 （¥16,800）
52-643-5-4 スチール製ダイヤル錠ロッカー 4人用　ホワイト ¥17,600 （¥16,000） ➡ ¥20,680 （¥18,800）
52-643-7-1 抗菌加工買い物カゴ レッド 28L 10個 ¥6,900 （¥6,273） ➡ ¥7,590 （¥6,900）
52-643-7-2 抗菌加工買い物カゴ ブラック 28L 10個 ¥6,900 （¥6,273） ➡ ¥7,590 （¥6,900）
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52-644-4-1 ローコストゴミ袋透明45L100枚入 ¥962 （¥875） ➡ ¥1,111 （¥1,010）
52-644-4-2 ローコストゴミ袋透明70L100枚入 ¥1,958 （¥1,780） ➡ ¥2,255 （¥2,050）
52-644-4-3 ローコストゴミ袋透明90L100枚入 ¥2,596 （¥2,360） ➡ ¥2,981 （¥2,710）
52-644-5-1 ローコストゴミ袋乳白半透明45L100枚入 ¥682 （¥620） ➡ ¥784 （¥713）
52-644-5-2 ローコストゴミ袋乳白半透明70L100枚入 ¥1,320 （¥1,200） ➡ ¥1,518 （¥1,380）
52-644-5-3 ローコストゴミ袋乳白半透明90L100枚入 ¥1,672 （¥1,520） ➡ ¥1,925 （¥1,750）
52-644-6-1 ゴミ袋 45L  黒 50枚 ¥515 （¥469） ➡ ¥592 （¥539）
52-644-6-2 ゴミ袋 45L 青 50枚 ¥515 （¥469） ➡ ¥592 （¥539）
52-644-6-3 ゴミ袋 45L  乳白半透明 50枚 ¥515 （¥469） ➡ ¥592 （¥539）
52-644-6-4 ゴミ袋 45L 透明 50枚 ¥515 （¥469） ➡ ¥592 （¥539）
52-644-7-1 ガラス拭き用マイクロクロス ブルー ¥660 （¥600） ➡ ¥715 （¥650）
52-644-8-2 ホウキ用スペアブラシ 1個 ¥587 （¥534） ➡ ¥594 （¥540）
52-644-8-3 エコチリトリ 1個 ¥2,409 （¥2,190） ➡ ¥2,530 （¥2,300）
52-644-10-1 掃除用具入れ ¥15,290 （¥13,900） ➡ ¥19,800 （¥18,000）
52-644-11-1 掃除用具入れ ¥18,700 （¥17,000） ➡ ¥22,000 （¥20,000）

裏表紙

52-647-4-1 アクリルパーティション用ポップケース(両面仕様) A7 カード差し 5個 ¥1,430 （¥1,300） ➡ ¥429 （¥390）
52-647-4-2 アクリルパーティション用ポップケース(両面仕様) A6 カード差し 5個 ¥1,760 （¥1,600） ➡ ¥528 （¥480）
52-647-4-3 アクリルパーティション用ポップケース(両面仕様) A7 ポケット 2個 ¥1,628 （¥1,480） ➡ ¥488 （¥444）
52-647-4-4 アクリルパーティション用ポップケース(両面仕様) A6 ポケット 2個 ¥1,958 （¥1,780） ➡ ¥587 （¥534）

※掲載ページは「飲食店にぎわいナビvol.11」カタログでの掲載ページです。


