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紙製食品箱各種
品名 たこ焼き 風流 小

内側 メタル加工紙 ﾚﾝｼﾞ不可

品名 たこ焼き 風流 大

内側 メタル加工紙 ﾚﾝｼﾞ不可

品名 たこ焼き ﾚﾝｼﾞ対応 小
ｻｲｽﾞ 150×90×40mm

ｻｲｽﾞ 145×105×35mm

ｻｲｽﾞ 180×105×35mm

販売単位 50 枚

販売単位 50 枚

販売単位 50 枚

ｹｰｽ入数 600 枚

ｹｰｽ入数 600 枚

ｹｰｽ入数 600 枚

品名 たこ焼き ﾚﾝｼﾞ対応 大

品名 ギョーザ 1 人折

ｻｲｽﾞ 170×95×40mm

内側 メタル加工紙

品名 ギョーザ 2 人折

内側 メタル加工紙

販売単位 50 枚

ｻｲｽﾞ 140×95×30mm

ｻｲｽﾞ 185×130×30mm

ｹｰｽ入数 600 枚

販売単位 50 枚

販売単位 50 枚

ｹｰｽ入数 600 枚

ｹｰｽ入数 600 枚

品名 サンドイッチ箱 白無地

品名 サンドイッチ箱 ピンク

ｻｲｽﾞ 144×100×45mm

ｻｲｽﾞ 144×100×45mm

ｻｲｽﾞ 165×100×50mm

販売単位 100 枚

販売単位 100 枚

販売単位 100 枚

ｹｰｽ入数 1000 枚

ｹｰｽ入数 1000 枚

品名 サンドイッチ箱 ﾜﾝﾀｯﾁｼｬﾄｰ

品名 たい焼き 5 個入

品名 たい焼き 10 個入

ｻｲｽﾞ 144×100×45mm

ｻｲｽﾞ 150×130×65mm

ｻｲｽﾞ 240×135×65mm

販売単位 100 枚

販売単位 50 枚

販売単位 50 枚

ｹｰｽ入数 1000 枚

ｹｰｽ入数 500 枚

ｹｰｽ入数 200 枚

品名 木目箱 中

品名 木目箱 大

品名 木目箱 特大

品名 サンドイッチ箱 1.5 人用

内側 メタル加工紙

ｹｰｽ入数 600 枚

内側 メタル加工紙

内側 メタル加工紙

内側 メタル加工紙

ｻｲｽﾞ 175×105×35mm

ｻｲｽﾞ 190×130×35mm

ｻｲｽﾞ 200×140×40mm

販売単位 50 枚

販売単位 50 枚

販売単位 50 枚

品名 大判焼 5 個入
ｻｲｽﾞ 70×155×70mm
販売単位 100 枚
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紙製食品箱各種
品名 和菓子ｹｰｽ 6 個入り

品名 和菓子ｹｰｽ 10 個入り

品名 和菓子ｹｰｽ 15 個入り

ｻｲｽﾞ 140×90×45mm

ｻｲｽﾞ 220×90×45mm

ｻｲｽﾞ 225×135×45mm

販売単位

100 枚

販売単位

100 枚

販売単位

100 枚

ｹｰｽ入数 600 枚

ｹｰｽ入数 400 枚

ｹｰｽ入数 400 枚

品名 和菓子ｹｰｽ 20 個入り

品名 まんじゅう箱 10 個入

品名 まんじゅう箱 15 個入

ｻｲｽﾞ 225×180×45mm

ｻｲｽﾞ 230×90×45mm

ｻｲｽﾞ 230×140×45mm

販売単位

100 枚

販売単位

10 個

販売単位

10 個

ｹｰｽ入数 400 枚

品名 まんじゅう箱 20 個入

品名 まんじゅう箱 25 個入

品名 まんじゅう箱 30 個入

ｻｲｽﾞ 230×185×45mm

ｻｲｽﾞ 230×230×45mm

ｻｲｽﾞ 270×230×45mm

販売単位

10 個

販売単位

10 個

販売単位

10 個

品名 ケーキ箱 洋生 A ケーキ 2 個入

品名 ケーキ箱 洋生 B ケーキ 4 個入

品名 ケーキ箱 洋生 C ケーキ 6 個入

個数については目安とお考えください

個数については目安とお考えください

個数については目安とお考えください

ｻｲｽﾞ 150×105×85mm

ｻｲｽﾞ 180×118×90mm

ｻｲｽﾞ 210×150×90mm

販売単位

50 枚

販売単位

50 枚

販売単位

50 枚

ｹｰｽ入数 400 枚

ｹｰｽ入数 400 枚

ｹｰｽ入数 300 枚

品名 ケーキ箱 洋生 D ケーキ 8 個入

品名 ケーキ箱 洋生 E ケーキ 10 個入

品名 ケーキ箱 洋生 F ケーキ 12 個入

個数については目安とお考えください

個数については目安とお考えください

個数については目安とお考えください

ｻｲｽﾞ 240×190×90mm

ｻｲｽﾞ 265×210×90mm

ｻｲｽﾞ 330×270×85mm

販売単位

50 枚

ｹｰｽ入数 300 枚

販売単位

50 枚

ｹｰｽ入数 200 枚

販売単位

50 枚

ｹｰｽ入数 100 枚
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紙製食品箱各種
品名 ケーキ箱 手付き ケーキ 1 個入

品名 ケーキ箱 手付き ケーキ 2 個入

品名 ケーキ箱 手付き ケーキ 4 個入

個数については目安とお考えください

個数については目安とお考えください

個数については目安とお考えください

ｻｲｽﾞ 120×90×90

ｻｲｽﾞ 145×105×90

ｻｲｽﾞ 180×120×90

販売単位

50 枚

販売単位

50 枚

販売単位

品名 ケーキ箱 手付き ケーキ 6 個入

品名 ケーキ箱 手付き ケーキ 8 個入

個数については目安とお考えください

個数については目安とお考えください

ｻｲｽﾞ 210×150×90

ｻｲｽﾞ 240×180×90

販売単位

50 枚

販売単位

品名 デコレーションケーキ箱 18ｃｍ

50 枚

品名 デコレーションケーキ箱 21ｃｍ

アルミトレー付
箱内寸 212×212×120mm
販売単位

5枚

アルミトレー付
箱内寸 256×256×130mm
販売単位

5枚

50 枚

