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  71φ 本体 01038069
T-71-200 （6オンス）
寸法：71φ×92H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：200cc

77φ 本体 01038478
T-77-300 （10オンス）
寸法：77φ×110H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：300cc

88φ 本体 01030141
T-88-320 （10オンス）
寸法：88φ×95H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：320cc

  71φ 本体 01039155
T-71-160 （5オンス）
寸法：71φ×70H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：160cc

77φ 本体 01042218
T-77-250 （8オンス）
寸法：77φ×87H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：250cc

88φ 本体 01037336
T-88-270 （8オンス）
寸法：88φ×81H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：270cc

77φ 本体 01038831
T-77-215 （6オンス）
寸法：77φ×89H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：215cc

88φ 本体 01037335
T-88-400 （13オンス）
寸法：88φ×120H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：400cc

  71φ 蓋 01041153
71φドーム蓋 （ストロー穴付）
寸法：71φ×17H 材質：A-PET
入数：2,000 容量：　　ー

01038876
 01038877
77φクリアカップ共通リッド
寸法：77φ×7.5H 材質：A-PET
入数：2,000 容量：　　ー

01038862
 01038864
77φドーム蓋
寸法：77φ×25H 材質：A-PET
入数：2,000 容量：　　ー

01047815
 01047829
88φ共通リッド
寸法：88φ×7.6H 材質：A-PET
入数：2,000 容量：　　ー

01032718
 01032483
88φドーム蓋
寸法：88φ×43H 材質：A-PET
入数：2,000 容量：　　ー

88φ 本体 01031893
T-88-370 （12オンス）
寸法：88φ×105H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：370cc

96φ 本体 01030145
T290SSS （9オンス）
寸法：96φ×70H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：290cc

ストロー穴付

ストロー穴無

ストロー穴付

ストロー穴無

ストロー穴付

ストロー穴無

ストロー穴付

ストロー穴無

77φ 蓋

77φ 蓋

88φ 蓋 88φ 蓋
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クリアーカップ
シリーズ



01047196
 01047197
96φクリアカップ共通リッド
寸法：96φ×7.6H 材質：A-PET
入数：2,000 容量：　　ー

01031634
 01031635
96φドーム蓋
寸法：96φ×51H 材質：A-PET
入数：2,000 容量：　　ー

96φ 本体 01047457
T410S （12オンス）
寸法：96φ×105H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：410cc

96φ 本体 01030152
T375SH （11オンス）
寸法：96φ×100H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：375cc

96φ 本体 01030158
T600L （20オンス）
寸法：96φ×138H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：600cc

  96φ 本体 01042368
T485D （16オンス）
寸法：96φ×115H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：480cc

96φ 本体 01030149
T360SS （10オンス）
寸法：96φ×95H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：360cc

96φ 本体 01047554
T510M （16オンス）
寸法：96φ×120H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：510cc

  96φ 本体 01043475
T415D （13オンス）
寸法：96φ×99H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：415cc

96φ 本体 01040044
T480MH （15オンス）
寸法：96φ×115H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：480cc

ストロー穴付

ストロー穴無

ストロー穴付

ストロー穴無

96φ 蓋

96φ 蓋
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 寸法：96φ×20.5H 　材質：A-PET（バイオPET可）入数：2,000

96φ 蓋　　 　　　　　　　　　　 01049062
 96φダイレクトリッド 

ストローレスで環境に優しいダイレクトリッド

逆台形の飲み口で氷が
飛び出しにくく、ノース
トローでゴクゴク飲める

整列が良く省スペース

タピオカ用極太ストロー
にも対応

タブを引き上げやすくする為にデザインされた細やか設計

暗い場所や運転中でも
触感で飲み口が分かる
親切設計

▲ ▲



96φ 本体 01046202
PP F360SS （10オンス）
寸法：96φ×98H 材質：PP透明
入数：1,000 満杯容量： 360cc

66φ 本体 01032494
60MB PET-P
寸法：66φ×37H 材質：A-PET
入数：5,000 首下容量： 70cc

  96φ 本体 01031675
410S 祭り氷
寸法：96φ×105H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：410cc

66φ 本体 01031466
40MB PET-P
寸法：66φ×28H 材質：A-PET
入数：5,000 首下容量： 45cc

  96φ 本体 01038944
410S アニマル
寸法：96φ×105H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：410cc

  96φ 本体 01046161
PP F500M （16オンス）
寸法：96φ×120H 材質：PP透明
入数：1,000 満杯容量： 500cc

  96φ 本体 01038865
410S マリン
寸法：96φ×105H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：410cc

  96φ 本体 01046293
PP F410S （12オンス）
寸法：96φ×105H 材質：PP透明
入数：1,000 満杯容量： 410cc
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規格品シリーズ

  96φ 本体 01044219
290SSS アイスランド
寸法：96φ×70H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：290cc

  96φ 本体 01031678
410S ドルフィン
寸法：96φ×105H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：410cc

  96φ 本体 01044220
360SS 花火
寸法：96φ×95H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：360cc

  96φ 本体 01031677
290SSS パームツリー
寸法：96φ×70H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：290cc

96φ 本体 01031676
290SSS ハイビスカス
寸法：96φ×70H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：290cc

PPカップ
シリーズ



  76φ 蓋 01031471
90MTC PET-P
寸法：76φ×7H 材質：A-PET
入数：4,000 容量：　　ー

76φ 本体 01031370
90MB PET-P
寸法：76φ×38H 材質：A-PET
入数：4,000 首下容量： 95cc

  66φ 蓋 01031548
60MFC PET-P
寸法：66φ×9H 材質：A-PET
入数：5,000 容量：　　ー

  66φ 蓋 01031470
60MTC PET-P
寸法：66φ×6.5H 材質：A-PET
入数：5,000 容量：　　ー

  83φ 蓋 01031473
120MTC PET-P
寸法：83φ×8H 材質：A-PET
入数：3,000 容量：　　ー

  100φ 蓋 01031429
100φ飾蓋 PET-P
寸法：100φ×27.5H 材質：A-PET
入数：2,500 容量：　　ー

83φ 本体 01031895
120MB PET-P
寸法：83φ×38H 材質：A-PET
入数：3,000 首下容量：125cc

  100φ 蓋 01031428
18 20 MTC PET-P
寸法：100φ×7.5H 材質：A-PET
入数：2,500 容量：　　ー

  76φ 蓋 02004509
76φドーム蓋20H PET-P
寸法：76φ×20H 材質：A-PET
入数：4,000 容量：　　ー

100φ 本体 01031371
200MB PET-P
寸法：100φ×45H 材質：A-PET
入数：2,500 首下容量：205cc

  110φ 蓋 01032500
110φ飾蓋 PET-P
寸法：110φ×18H 材質：A-PET
入数：2,000 容量：　　ー

  76φ 蓋 01031472
90MFC PET-P
寸法：76φ×7H 材質：A-PET
入数：4,000 容量：　　ー

100φ 本体 01038520
T120MB PET-P 縦入れ
寸法：100φ×29H 材質：A-PET
入数：2,500 首下容量：125cc

 110φ 本体 01031465
J170MB A-PET-P
寸法：110φ×36H 材質：A-PET
入数：2,000 首下容量：160cc

蓋 01032504
  本体 01031372
120KTC PET-P
120KB PET-P
寸法：106×68×6H 材質：A-PET
入数：5,000 容量：　　ー
寸法：105×67×30H 材質：A-PET
入数：5,000 首下容量：120cc

蓋 01032505
  本体 01032721
200KTC PET-P　
200KB PET-P
寸法：138×86×6H 材質：A-PET
入数：3,000 容量：　　ー
寸法：135×85×30H 材質：A-PET
入数：3,000 首下容量：200cc
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受注生産受注生産



88φ 本体 01031565
88φあんみつ曲面印刷付 -P
寸法：88φ×70H 材質：HIPS N
入数：2,000 首下容量：270cc

  82φ 蓋 01031462
82φFC A-PET
寸法：82φ×7H 材質：A-PET
入数：4,000 容量：　　ー

  88φ 蓋 01032317
88FCダイヤカットPET 防曇P
寸法：88φ×10H 材質：A-PET
入数：2,000 容量：　　ー

  71φ 蓋 01031379
71φプリン無地蓋 PET-P
寸法：71φ×7H 材質：A-PET
入数：2,000 容量：　　ー

88φ 本体 01032469
88φTM無地本体（N）-P
寸法：88φ×70H 材質：HIPS N
入数：2,000 首下容量：270cc

  71φ 蓋 01031377
71φ冷菓 TC PET-P
寸法：71φ×6.5H 材質：A-PET
入数：2,000 容量：　　ー

88φ 本体 01030098
HIPS88-280 あんみつ四季
寸法：88φ×70H 材質：HIPS N
入数：2,000 首下容量：270cc

88φ 中皿 01031447
88φあんみつ中皿深 PS-P
寸法：88φ×25H 材質：HIPS N
入数：4,000 容量：　　ー

88φ 本体 01049302
88φTMあんみつ無地本体透明 A-PET
寸法：88φ×70H 材質：A-PET
入数：2,000 首下容量：270cc

88φ 中皿 01032468
88φTM中仕切（PSN）-P
寸法：88φ×26H 材質：HIPS N
入数：4,000 容量：　　ー

  88φ 蓋 01031474
88φTC PET-P
寸法：88φ×7H 材質：A-PET
入数：2,500 容量：　　ー

  88φ 蓋 01031456
88φTM無地蓋 PET-P
寸法：88φ×7H 材質：A-PET
入数：2,000 容量：　　ー

  71φ 蓋 01031363
71φソルカップ蓋 PET-P
寸法：71φ×20H 材質：A-PET
入数：4,000 容量：　　ー

  71φ 蓋 01031430
71φFC 防曇 PET-P
寸法：71φ×5H 材質：A-PET
入数：5,000 容量：　　ー
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デザート容器シリーズ

受注生産

受注生産



  96φ 蓋 01031381
96φFC無地蓋 PET-P
寸法：96φ×8H 材質：A-PET
入数：2,500 容量：　　ー

  100φ 蓋 01043802
100φ飾蓋 OPS-P
寸法：100φ×15H 材質：OPS
入数：2,500 容量：　ー

  100φ 蓋 01031774
100φFCダイヤカット蓋 PET
寸法：100φ×11H 材質：A-PET
入数：2,500 容量：　　ー

  96φ 蓋 01031383
96φHFC防曇 PET-P
寸法：96φ×20H 材質：A-PET
入数：2,000 容量：　　ー

64φ 本体 01049484
64φミニソフト無地0.60
寸法：64φ×68H 材質：HIPS
入数：3,500 容量：　　ー

  64φ 蓋 01031413
64φミニソフト蓋（PS） 大袋
寸法：64φ×70H 材質：HIPS
入数：3,000 容量： 　ー
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冷菓容器シリーズ

  71φ 蓋 01046718
71φドーム蓋
寸法：71φ×19H 材質：HIPS
入数：2,000 容量：　　ー

71φ 本体 01031161
71φサンデー無地本体80H
寸法：71φ×80H 材質：HIPS
入数：1,200 首下容量：170cc

71φ 本体 01049208
71φ150無地本体ボッチ付き
寸法：71φ×75H 材質：HIPS
入数：2,000 首下容量：145cc

71φ 本体 01035853
71φ-80無地本体
寸法：71φ×42H 材質：HIPS
入数：3,000 首下容量：80cc

  71φ 蓋 01031145
71φソフト蓋増量型
寸法：71φ×105H 材質：HIPS
入数：2,000 容量： 　ー

  71φ 蓋 01037745
71φソフト蓋ヒネリ式（H貼り）
寸法：71φ×87.5H 材質：HIPS
入数：2,000 容量： 　ー

71φ 本体 01030696
71φソフトヒネリ式M型 02年
寸法：71φ×83H 材質：HIPS
入数：2,000 容量：　　ー

  71φ 蓋 01031442
71φ75Hドーム蓋
寸法：71φ×75H 材質：HIPS
入数：2,000 容量： 　ー

受注生産 受注生産

受注生産受注生産

受注生産

受注生産 受注生産 受注生産 受注生産

受注生産受注生産 受注生産



71φ 本体 01043502
T71-57H-150 PSCL（200-10）
寸法：71φ×57H 材質：HIPS
入数：1,800 首下容量：120cc

77φ 本体 01041967
T-77-150無地本体（PS白）
寸法：77φ×55H 材質：HIPS
入数：1,500 満杯容量：160cc

  77φ 蓋 01032229
77φFC蓋
寸法：77φ×10H 材質：HIPS
入数：3,000 容量：　　ー

71φ 本体 01036718
T-71-140無地白　I貼り
寸法：71φ×75H 材質：HIPS
入数：1,500 首下容量：140cc

  76φ 蓋 01037203
76φTC無地蓋
寸法：76φ×8.2H 材質：HIPS
入数：3,000 容量：　　ー

77φ 本体 01033882
77-240S 無地本体1500入
寸法：77φ×82H 材質：HIPS
入数：1,500 満杯容量：240cc

  71φ 蓋 01044607
71φ飾蓋 PS（改良）
寸法：71φ×15H 材質：HIPS
入数：3,000 容量：　　ー

76φ 本体 01030898
76φ90無地本体　
寸法：76φ×39H 材質：HIPS
入数：2,500 首下容量：105cc

77φ 本体 01034292
77-240 透明 PS1500入
寸法：77φ×82H 材質：HIPS
入数：1,500 満杯容量：240cc

  71φ 蓋 01032448
71φ無地蓋26
寸法：71φ×7H 材質：HIPS透明
入数：2,000 容量：　　ー

  71φ 蓋 01044131
71φ-19.5H飾蓋（200-10）
寸法：71φ×19.5H 材質：HIPS
入数：2,500 容量：　　ー

77φ 本体 01037475
T-77-170（白）無地本体改
寸法：77φ×60H 材質：HIPS
入数：1,500 満杯容量：180cc

88φ 本体 01030970
88φ110-12R-P M型
寸法：88φ×40H 材質：HIPS
入数：2,500 首下容量：115cc

88φ 本体 01032409
88φ90-NR
寸法：88φ×29H 材質：HIPS
入数：2,500 首下容量：90cc

  77φ 蓋 01032624
77φ-25Hパフェ蓋
寸法：77φ×25H 材質：HIPS
入数：2,000 容量：　　ー

  77φ 蓋 01039335
T77飾蓋HFC18
寸法：77φ×18H 材質：HIPS
入数：2,000 容量：　　ー
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受注生産受注生産 受注生産

受注生産

受注生産 受注生産

受注生産受注生産 受注生産 受注生産

受注生産 受注生産

受注生産 受注生産 受注生産



88φ 本体 01030030
88φ300R無地本体 -P
寸法：88φ×113H 材質：HIPS
入数：1,000 首下容量：300cc

88φ 本体 01040632
88φ200（NR透明PS）縦保管
寸法：88φ×57H 材質：HIPS
入数：2,000 首下容量：200cc

  88φ 蓋 01036894
88φリブ無し飾蓋（圧空）
寸法：88φ×21H 材質：HIPS
入数：2,000 容量：　　ー

88φ 本体 01040196
88φ150NR透明縦保管H貼
寸法：88φ×52H 材質：HIPS
入数：2,000 首下容量：160cc

  88φ 蓋 01035689
88φリブ無し飾蓋冷菓用PS P
寸法：88φ×21H 材質：HIPS透明
入数：2,000 容量：　　ー

88φ 本体 01044109
88φ120NR(005-4） 0.65
寸法：88φ×42H 材質：HIPS
入数：2,500 首下容量：120cc

  88φ 蓋 01031891
88φTC（PS）
寸法：88φ×7H 材質：HIPS透明
入数：2,500 容量：　　ー

  88φ 蓋 01035905
88φ飾蓋無地（200-10）
寸法：88φ×21H 材質：HIPS
入数：2,000 容量：　　ー
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88φ 本体 01031792
Ｔ-88-250 無地本体透明PS
寸法：88φ×77H 材質：HIPS
入数：1,500 首下容量：240cc

88φ 本体 01035340
Ｔ-88-230 無地本体透明PS
寸法：88φ×72H 材質：HIPS
入数：1,600 首下容量：225cc

88φ 本体 01033636
88φPL-200イリッヒP
寸法：88φ×91H 材質：HIPS
入数：2,000 首下容量：195cc

88φ 本体 01041920
Ｔ-88-185PSW 1.0
寸法：88φ×55H 材質：HIPS
入数：1,600 首下容量：185cc

88φ 本体 01043729
T-88-47H-170
寸法：88φ×47H 材質：HIPS
入数：1,600 首下容量：170cc

88φ 本体 01030699
Ｔ-88-150ＰSW1600入
寸法：88φ×43H 材質：HIPS
入数：1,600 首下容量：150cc

88φ 本体 01045037
Ｔ-88-135本体 PS白（0.85）
寸法：88φ×39H 材質：HIPS
入数：1,600 首下容量：140cc

  88φ 蓋 01037584
88φNR飾蓋Ｉ型（200-10）
寸法：88φ×25H 材質：HIPS
入数：2,000 容量：　　ー

受注生産

受注生産

受注生産 受注生産 受注生産 受注生産

受注生産 受注生産 受注生産

受注生産 受注生産

受注生産 受注生産

受注生産



96φ 本体 01043385
96φ170-NR（K型）2000個入り仕様
寸法：96φ×43H 材質：HIPS
入数：2,000 首下容量：170cc

96φ 本体 01032149
Ｔ96-240R無地本体 透明
寸法：96φ×63H 材質：HIPS
入数：1,500 首下容量：240cc

96φ 本体 01030021
96φ170-NR
寸法：96φ×43H 材質：HIPS
入数：2,500 首下容量：165cc

96φ 本体 01036429
Ｔ96-40H-185 0.8PSW
寸法：96φ×40H 材質：HIPS
入数：1,600 首下容量：160cc

  88φ 蓋 01032665
Ｔ88イリヒベタ型TC
寸法：88φ×6.8H 材質：HIPS
入数：2,500 容量：　　ー

  96φ 蓋 01038074
96φTC PSCL NK型
寸法：96φ×7H 材質：HIPS
入数：2,500 容量：　　ー

88φ 本体 01046262
Ｔ-88-95Ｈ-320（PS）縦保管
寸法：88φ×95H 材質：HIPS
入数：1,000 満杯容量：270cc

  88φ 蓋 01047009
88φリブ無し飾蓋熱盤雌型
寸法：88φ×19H 材質：HIPS
入数：2,000 容量：　　ー

  88φ 蓋 01032706
88φイリヒ用NR飾蓋（改良）
寸法：88φ×17H 材質：HIPS
入数：2,000 容量：　　ー

  96φ 蓋 01031806
96φTC PSCL 冷菓 G
寸法：96φ×7H 材質：HIPS透明
入数：2,500 容量：　　ー

  96φ 蓋 01035383
96φイリヒ用NR飾蓋 透明PS
寸法：96φ×21H 材質：HIPS
入数：2,500 容量：　　ー

96φ 蓋 01032659
96φ-16.5H NR飾蓋
寸法：96φ×16.5H 材質：HIPS
入数：2,500 容量：　　ー

96φ 本体 01032375
Ｔ-96-250PS透明 A型
寸法：96φ×60H 材質：HIPS
入数：1,500 首下容量：260cc

96φ 本体 01047610
96φ150-NR（改良）縦保管
寸法：96φ×41H 材質：HIPS
入数：2,000 首下容量：150cc

96φ 本体 01030981
96φ150-15R-P
寸法：96φ×45H 材質：HIPS
入数：2,500 首下容量：150cc
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88φ 本体 01033772
88φ180 TMカップ 小袋 -P
寸法：88φ×60H 材質：低発泡PSP
入数：2,000 首下容量：175cc

  88φ 蓋 01031477
88φリブ無し飾蓋 PS-P
寸法：88φ×21H 材質：HIPS透明
入数：2,000 容量：　　ー

88φ 本体 01030922
88φ160 TMカップ 小袋 -P
寸法：88φ×50H 材質：低発泡PSP
入数：2,000 首下容量：155cc

  88φ 蓋 01032484
88φTC内外嵌合（PP）-P
寸法：88φ×8H 材質：PP N
入数：2,000 容量：　　ー

96φ 本体 01033378
96φ200 TM 本体（147）
寸法：96φ×51H 材質：低発泡PSP
入数：2,000 首下容量：200cc

88φ 本体 01030983
88φ230 TMカップ 小袋 -P
寸法：88φ×72H 材質：低発泡PSP
入数：2,000 首下容量：220cc

88φ 本体 01030984
88φ200 TMカップ 小袋 -P
寸法：88φ×65H 材質：低発泡PSP
入数：2,000 首下容量：200cc

PSP
低発泡容器
シリーズ
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蓋 01031523
  本体 01031507
角500ml 蓋W（一般型）M
角500ml 本体W（一般型P）M
寸法：118×104×8H 材質：HIPS白
入数：1,200 容量： 　ー
寸法：117×103×73H 材質：HIPS白
入数：600 首下容量：500cc

蓋 01031416
  本体 01038508
角1L 蓋Ｗ（一般型）Ｍ
角1L 本体Ｗ（一般型Ｐ）Ｍ
寸法：170×118×8.5H 材質：HIPS白
入数：800 容量： 　ー
寸法：170×117×80H 材質：HIPS白
入数：400 首下容量：1,000cc

蓋 02005099
  本体 01045339
PP2L・4L バルク用蓋（360入り）
PP 2Lバルク本体
寸法：269×168×15.4H 材質：PP N
入数：360 容量： 　ー
寸法：266×165×80H 材質：PP白
入数：120 首下容量：2,000cc

蓋 02005099
  本体 01045509
PP2L・４L バルク用蓋（360入り）
PP 4Lバルク本体
寸法：269×168×15.4H 材質：PP N
入数：360 容量： 　ー
寸法：266×165×153.2H 材質：PP白
入数：90 首下容量：4,000cc

蓋 01032361
  本体 01032359
角1.5L 蓋 一般型Ｗ
角1.5L 本体（Ｗ）
寸法：158×158×13H 材質：HIPS白
入数：400 容量： 　ー
寸法：155×155×85H 材質：HIPS白
入数：400 満杯容量：1,500cc

蓋 01031494
  本体 01031510
角2L 蓋（Ｗ）-P
角2L 本体（Ｗ）-P
寸法：218×155×12H 材質：HIPS白
入数：600 容量： 　ー
寸法：218×152×90H 材質：HIPS白
入数：300 満杯容量：2,000cc

角形バルクシリーズ

受注生産

受注生産



本　　　社 愛知県小牧市小木東3丁目99番地　〒485-0059

TEL.0568-73-1121 FAX.0568-73-5307
東京営業所 東京都千代田区神田和泉町1-3-1　三恵ビル新館4F　〒101-0024

TEL.03-3861-5656 FAX.03-3866-2641
大阪営業所 大阪市西区江戸堀1丁目10番1号　肥後橋第21松屋ビル11F　〒550-0002

TEL.06-6445-1971 FAX.06-6445-1973

創造的な技術力でよりよい製品づくりをめざす

2010SD119.6-4000
0312SD119.1-4000

製品素材の特徴と取り扱い注意事項について

⑤

⑥

④
製品に使用されている樹脂名を略号で示し、
色調を表示します。

A-PET

HIPS N

HIPS 透明

HIPS 白

OPS

低発泡 PSP

PP N

（アモルファスポリエチレンテレフタレート透明）

（ポリスチレン半透明）

（ポリスチレン透明）

（ポリスチレン白）

（二軸延伸ポリスチレン透明）

（低発泡ポリスチレンペーパー）

（ポリプロピレン半透明）

材質と色調

コードNo.

入り数

仕様内容のご説明

①

①

⑤

④
③

③

②

②

⑥

製品名

製品名です。

容器本体、蓋のそれぞれの口径と
高さを表示します。

蓋　〈例〉66 φ× 9 H

寸法

容量

製品のコードNo.を表示します。

1ケースの入り数を表示します。

当社製品は、色々な用途にあわせて合成樹脂素材を選定し、製品化を致しております。それぞれの素材樹脂の特徴と製品の取り扱い注意事項については
以下の通りです。ご理解の上、適切な用途及び正しい使い方をして頂けます様お願い致します。

71φ 本体 01039155
T-71-160 （5オンス）
寸法：71φ×70H 材質：A-PET
入数：1,000 満杯容量：160cc

このカタログの製品仕様は予告なく変更する場合があります。また、製品写真の色は印刷のため実物と異なる場合がありますのでご了承下さい。色及び実寸法等のご確認は、弊社担当者にご相談下さい。

透明性、保香性、耐油性に優れ、焼却の際も環境に悪い有毒ガスの発生が無く地球温暖化の原因になる二酸化炭素の
発生量も他の樹脂と比較して少なく、燃焼カロリーも木、紙とほぼ同程度の5,500Kcal です。

●この容器に直接揚げたてのフライなど、熱いものを入れないでください。●この容器を電子レンジやオーブンで使用しないでください。
●火のそばに置かないでください。変形したり燃えたりする事があります。●容器の縁で指先などを切る事がありますので、取り扱いに
注意してください。

特　 徴

注意事項

A-PET
（アモルファスポリエチレンテレフタレート）

耐熱温度60℃

耐油性、耐酸性、耐熱性に優れ、ヒンジ特性のある素材です。

●この容器に直接揚げたてのフライなど、熱いものを入れないでください。●電子レンジで加温する場合は耐熱温度以上にならないようご注意
ください。●オーブンでの加熱調理には使用しないでください。●火のそばに置かないでください。変形したり燃えたりする事があります。●容器
の縁で指先などを切る事がありますので、取り扱いに注意してください。

特　 徴

注意事項

ＰＰ
（ポリプロピレン）
耐熱温度110℃

ポリスチレンを3～5倍発泡させた素材シートで、パール調の光沢があり、保温性の優れた素材です。低倍率発泡のため、
深絞り容器の用途として適材です。

●この容器に直接揚げたてのフライなど、熱いものを入れないでください。●この容器を電子レンジやオーブンで使用しないでください。
●火のそばに置かないでください。変形したり燃えたりする事があります。●柑橘類の皮に含まれるテルペンや油脂類などにより変質や
脆化する場合があります。

特　 徴

注意事項

低発泡ＰSＰ
（低発泡ポリスチレンペーパー）

耐熱温度80℃

ポリスチレン一般グレードを縦横二方向に延伸した素材シートで、透明性、光沢性に優れた素材です。

●この容器に直接揚げたてのフライなど、熱いものを入れないでください。●この容器を電子レンジやオーブンで使用しないでください。
●火のそばに置かないでください。変形したり燃えたりする事があります。●柑橘類の皮に含まれるテルペンや油脂類などにより変質や
脆化する場合があります。●容器の縁で指先などを切る事がありますので、取り扱いに注意してください。

特　 徴

注意事項

OPS
（二軸延伸ポリスチレン）

耐熱温度80℃

低温時における耐衝撃強度に極めて優れ、成形性にも優れた素材です。

●この容器に直接揚げたてのフライなど、熱いものを入れないでください。●この容器を電子レンジやオーブンで使用しないでください。
●火のそばに置かないでください。変形したり燃えたりする事があります。●柑橘類の皮に含まれるテルペンや油脂類などにより変質や
脆化する場合があります。●容器の縁で指先などを切る事がありますので、取り扱いに注意してください。

特　 徴

注意事項

ＨＩＰＳ
（ハイインパクトポリスチレン）

耐熱温度80℃

満杯容量と首下容量の
表記があります。
※容量は目安となります。

首下容量
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