
ファストフード袋

用途：ハンバーガー、肉まん、あんまん、中華まん、シュークリーム、クレープ
　　　　ワッフル、ドーナツ、ホットドッグなど
素材：薄葉紙21g/LD15μ

長さ

巾

                品名

バーガー袋

　　　　　　　　　　　　巾 × 長さ　 販売単位　ｹｰｽ入数

NO.12　無地　　　　 120×122　   100 枚　   6000 枚

NO.15　無地　　　　 150×152　   100 枚　   4000 枚

NO.18　無地　　　　 180×182　   100 枚　   3000 枚

NO.18　ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ　180×182　   100 枚　   3000 枚

NO.22　無地　　　　 220×222   　100 枚　   2000 枚

用途：ハンバーガーなどの調理パンの包装に最適です。

素材：片艶クラフト紙50ｇ/PP20μ

　　　窓部分はOPPボードン40μ

晒無地

長さ

巾
マチ

                品名

デリカパック　NO.16　晒無地

巾 × マチ × 長さ　販売単位　ｹｰｽ入数

　 110×50×210　    100 枚　   3000 枚

                品名

ルックバック　NO.4S　ムジ

　　　　　　　　 NO.4 未晒ムジ

　　　　　　　　 NO.6　ムジ

用途：惣菜（コロッケ・唐揚げ・枝豆など）クロワッサン、揚げパン、ドーナツなど

　　　 ※食材の油、タレなどの液体量が多い場合は、事前に確認をしてください。

素材：耐油耐水紙 50g　未晒耐油耐水紙50g

　　　窓部はOPPボードン

No.4S

長さ

巾
マチ

No.6

長さ

巾
マチ

巾 × 長さ × マチ　販売単位　ｹｰｽ入数

130×165×80　　　　　100 枚　　2000 枚

130×165×80　　　　　100 枚　　2000 枚

150×280×90　　　　　100 枚　　1000 枚

                品名

タートルパック　BP-20-15

　　　　　　　　　　BP-27-15

用途：調理パン（ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど）

　　　惣菜（唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど）

　　　青果（ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など）

素材：表面…ＯＰＰボードン25μ

　　　裏面…未晒クラフト紙50ｇ/ＰＰ20μ

長さ

巾 底マチ

巾 × 長さ × 底マチ　販売単位　ｹｰｽ単位

　　200×150×40　　　　100 枚　　3000 枚

　　270×150×40　　　　100 枚　　3000 枚

用途：フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、たい焼き、今川焼き、串焼き、　

　　　カットピザ、焼きいも、焼きとうもろこしなど

素材：Ｆタイプ…片艶晒クラフト紙60ｇ/LD20μ

　　　Ｋタイプ…色筋ロール紙32ｇ/LD15μ

　　　Ａタイプ…純白紙30g/LD15μ

K タイプ・Aタイプ
※口ずらし：30mm

長さ

巾

口ずらし 30mm

F タイプ

長さ

巾

                品名

オープンパック　F-24　無地

　　　　　　　　　　　　　　ｵﾚﾝｼﾞｽﾄﾗｲﾌﾟ

　　　　　　　　　　K-20　無地

　　　　　　　　　　A-25　無地

巾 × 長さ　販売単位　ｹｰｽ入数

240×72　　　100 枚　　　4000 枚

240×72　　　100 枚　　　4000 枚

巾 × 長さ　口ずらし　販売単位　ｹｰｽ入り数

200×130　　　30　　　　100 枚　　　3000 枚

250×130　　　30　　　　100 枚　　　4000 枚

用途：菓子パン（揚げパン、ドーナツなど）、惣菜（からあげ、コロッケ、

天ぷらなど）、フライドポテト、フライドチキンなど油物で幅広

くご使用できます。

素材：耐油耐水紙50g

マチ

巾

長さ

ムジ デリシャス アーティクル

                品名

耐油袋　ミニ　無地

　　　　　　　　　デリシャス

　　　　　　　　　アーティクル

巾 × マチ × 長さ　販売単位　ｹｰｽ入数

　 90×35×110　       100　        4000

   90×35×110　       100        　4000

   90×35×110　       100　        4000
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ｸﾚｰﾌﾟﾗﾐ加工なし　　　　　　ｸﾚｰﾌﾟﾗﾐ加工有　　　　　　ｸﾚｰﾌﾟﾗｯﾌﾟｼｰﾄ

ｸﾚｰﾌﾟ星柄　　　　　　　　スナックフード大　　　　　ｽﾅｯｸﾌｰﾄﾞサイズ

ポップコーン袋　　　　　　　ポップコーンｹｰｽ
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S1Fﾊﾟﾝﾀﾞ　　　　　S1F　ｸﾏ　　　　　　　NO.4ﾆﾜﾄﾘ

NO.4ﾈｺ　　　　　　NO.4ﾄﾗﾍﾞﾙｽﾀﾝﾌﾟ　　　　NO.4ｽﾄﾗｲﾌﾟﾊﾟﾘ内側全面ラミネート加工
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巾

巾

長さ

長さ

マチ

用途：菓子パン（揚げパン・ドーナツなど）、惣菜（唐揚げ・コロッケ・天ぷらなど）、

　　　ファストフード（フライドポテト・フライドチキンなど）油もので幅広くご使用できます。

素材：耐油耐水紙50g

　　　　　　　品名

ニュー耐油袋

                品名

   ラミパック

　　　　　　　品名

ラミパック PP 串用

　　　　　　品名

ポテト袋

　　　　　　　　品名

クレープ袋

               品名

スナックフード

                品名

ポップコーン　

　　　　　　　品名

アルミ箔

                    品名

パックンバック

　　　　　巾 × 長さ (mm)　販売単位　ｹｰｽ入数

F- 小　　　173×140　　　　　100　　　　　4000

F- 中　　　188×180　　　　　100　　　　　4000

F- 大　　　212×210　　　　　100　　　　　3000

　　　　　巾 +ﾏﾁ× 長さ (mm)　販売単位　ｹｰｽ入数

G- 小　　　120+70×200　　　　　100　　　　　3000

G- 中　　　120+70×250　　　　　100　　　　　3000

　　　　　　　巾 × 長さ (mm)　口ずらし (mm)　袋入数　ｹｰｽ入数

NO.50　　　210×182　         4　         100　    3000

NO.60　　  240×212　         4　         100　    2000

　　　　巾 × 長さ (mm)　　口ずらし (mm)　袋入数　ｹｰｽ入数

　小　　110×220　　　　　　20　　　　　100　　4000

　大　　130×250　　　　　　20　　　　　100　　4000

　　　巾 × 長さ (mm)　袋入数　ｹｰｽ入数

小　　　105×200　　　　100　　　　3000

大　　　125×225　　　　100　　　　3000

　　　　　　　　巾 × 長さ (mm)　袋入数　ｹｰｽ入数

ﾗﾐ加工なし　　　120×190　      100　      3000

ﾗﾐ加工有　　　　130×180　      100　      2100

ﾗｯﾌﾟｼｰﾄ　　　　 186×260　      100

星型　　　　　　  260×270      　20

　　　　袋入数　

大　　　　50

　　　      巾 × 長さ (mm)　　   袋入数　ｹｰｽ入数

袋　　　　   160×210　　　　　    100　　　  3000

　　　　　 巾 × 高さ （底面巾）　袋入数　ｹｰｽ入数

ケース　　　95×185 （70）　　　　 50　　　　500

　　　　　　　巾 × 長さ (mm)　ｸﾗﾌﾄ包装入数　ｹｰｽ入数

23ｃｍ角　　　　230×230　　　　　　500　　　　　　6000

25ｃｍ角　　　　250×250　　　　　　2500

　　　　　　　　　　　　  巾 ×ﾏﾁ× 高　　袋入数　ｹｰｽ入数

Ｓ１Ｆ　クマ　　　　　  120×65×175　　　50　　　　　2000

　　　　パンダ　　　   120×65×175　　　50　　　　　2000

NO.4　ニワトリ　      130×80×235　　　50　　  　　2000

　　　　ネコ　　　       130×80×235　　　50        　2000

　　　　ﾄﾗﾍﾞﾙｽﾀﾝﾌﾟ　130×80×235　　　50　         2000

　　　　ｽﾄﾗｲﾌﾟﾊﾟﾘ　　130×80×235　　　50　         2000

用途：焼き鳥の対面販売　串ものを少量お買い求められるお客様に

素材：片艶晒クラフト紙50ｇ/PP20μ

長さ
口ずらし
4mm

巾

口ずらし  20m m

巾

長さ

串用

用途：バイキング惣菜（天ぷら・コロッケ・唐揚げ・串焼き・串揚げ・水産練り製品など）

　　　精肉（牛肉・豚肉・鶏肉など）

素材：片艶晒クラフト紙60ｇ/LD20μ

長さ
口ずらし
4mm

巾

口ずらし  20m m

巾

長さ

用途：お菓子や小さなギフトにおすすめ　食品は直接入れられません

素材：アルミ箔　９ミクロン+薄用紙
用途：お好み焼、玉せん等にご利用ください。
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