








56899-8 56900-1 56901-8 56902-5

ステンレスタンブラー

56899-8 ブラウン

56900-1 カーキ

56901-8 ピスタチオ

56902-5 マスタード

ブラウン

カーキ

ピスタチオ

マスタード

真空ステンレスタンブラー 450
3,080税込 （税抜 2,800 円）

サイズ /φ80×146 ㎜ ( 約 450ml)　ロット数 /1　素材 / ステンレス鋼　

原産国 /本体 ：中国製、 塗装 ・印刷 ：日本国内加工

450COO LHO T
真空二重構造

外 び ん と 内 び ん の 間 は 真 空 断 熱 層 に

なっているため、高い保温力・保冷力

で飲みごろ温度をキープしてくれます。

熱

冷
真空断熱層

断面図

30321-6
30322-3
30323-0
30324-7

カップランチ S/L セット
2,640税込 （税抜 2,400 円）

サイズ /φ120×100 ㎜ ( 約上 300ml 下 550ml)

ロット数 /1　付属品 / 滑止付バンド

素材 /蓋 ： PE、 本体 :PET ・ ABS　原産国 /日本製

850

ブラウン

カーキ

ピスタチオ

マスタード

56029-9
56030-5
56031-2
56032-9

マグカップ
1,430税込 （税抜 1,300 円）

1,430税込 （税抜 1,300 円）

サイズ /φ91×90 ㎜ ( 約 350ml)　ロット数 /3

素材 /PET ・ ABS　原産国 /日本製

350

ブラウン

カーキ

ピスタチオ

マスタード

56033-6
56034-3
56035-0
56036-7

スープカップ

サイズ /φ120×65 ㎜ ( 約 450ml)　ロット数 /3

素材 /PET ・ ABS　原産国 /日本製

450

ブラウン

カーキ

ピスタチオ

マスタード

56037-4
56038-1
56039-8
56040-4

丸プレート
1,540税込 （税抜 1,400 円）

サイズ /φ210×34 ㎜　ロット数 /3　素材 /PET ・ ABS　

原産国 /日本製

ブラウン

カーキ

ピスタチオ

マスタード

56042-8
56043-5
56044-2
56045-9

角プレート
1,980税込 （税抜 1,800 円）

サイズ /268×181×33 ㎜　ロット数 /3　素材 /PET ・ ABS　

原産国 /日本製

30321-6 30322-3 30323-0 30324-7

56029-9 56030-5 56031-2 56032-9

56033-6 56034-3 56035-0 56036-7

56042-8

56043-5

56044-2

56045-9

抗菌 抗ウイルス

抗菌 抗ウイルス

抗菌 抗ウイルス

抗菌 抗ウイルス

抗菌 抗ウイルス

抗菌 抗ウイルス

56037-4

56038-1

56039-8

56040-4

フタ✕ フタ✕





56916-2 56917-9 56918-6 56919-3 56920-9 56921-6

56922-3 56923-0 56924-7 56925-4 56926-1 56927-8

56928-5 56929-2 56930-8 56931-5 56932-2 56933-9

56916-2 溜　百華

56917-9 春慶　百華

56918-6 溜　華文様梅

56919-3 春慶　華文様梅

56920-9 溜　ハンコうさぎ

56921-6 春慶　ハンコうさぎ

真空ステンレスタンブラー 320
2,750税込 （税抜 2,500 円）

サイズ /φ74×124 ㎜ ( 約 320ml)　ロット数 /1　素材 / ステンレス鋼　

原産国 /本体 ：中国製、 塗装 ・ 印刷 ：日本国内加工

和風

＆ ボトル
タンブラー

ステンレスタンブラー

ステンレスマグボトル

（わふう）

320COO LHO T

56922-3 溜　百華

56923-0 春慶　百華

56924-7 溜　華文様梅

56925-4 春慶　華文様梅

56926-1 溜　ハンコうさぎ

56927-8 春慶　ハンコうさぎ

真空ステンレスタンブラー 450
3,080税込 （税抜 2,800 円）

サイズ /φ80×146 ㎜ ( 約 450ml)　ロット数 /1　素材 / ステンレス鋼　

原産国 /本体 ：中国製、 塗装 ・ 印刷 ：日本国内加工

450COO LHO T

56928-5 溜　百華

56929-2 春慶　百華

56930-8 溜　華文様梅

56931-5 春慶　華文様梅

56932-2 溜　ハンコうさぎ

56933-9 春慶　ハンコうさぎ

軽量ステンレスマグボトル 350
3,080税込 （税抜 2,800 円）

サイズ /φ63×193 ㎜ ( 約 350ml)　ロット数 /1　

素材 /蓋 ・飲口キャップ ： PP、 本体 ： ステンレス鋼　

原産国 /本体 ：中国製、 塗装 ・ 印刷 ：日本国内加工

350COO LHO T

温度を長時間保てるのがタンブラーのいいところ。 おうちでも会社のデスクでも、ほっとひと息。

ほっとひと息、ほんわか癒しのなごみ時間。

真空二重構造

外 び ん と 内 び ん の 間 は 真 空 断 熱 層 に

なっているため、高い保温力・保冷力

で飲みごろ温度をキープしてくれます。

熱

冷
真空断熱層

断面図 全ての

塗りと絵付は

日本国内加工 !

毎日使いたいかわいい和模様。お気に入りを見つけよう！ 職場でも学校でもさりげなくおしゃれに使えるボトルです。

保温・保冷効果に優れているので、時間が経っても飲み物が美味しい。夏は冷たく、冬は温かく温度を保ちます。

氷が飛び出さない飲み口

氷がラクラク入る口径な上、入れた氷

が飛び出さない口当たりにいい飲み口

になっています。

1 お手入れラクラク、いつも清潔

パッキンもカンタンに取り外し出来るからお

手入れラクラク。

毎日使うものだからキレイに。

2

真空二重構造

外びんと内びんの間は真空断熱層になってい

るため、高い保温力・保冷力で飲みごろ温度

をキープしてくれます。

3
氷を入れても

飛び出さない !

熱

冷
真空断熱層

断面図

百華 華文様梅 ハンコうさぎ
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