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かんたん便利なｶｯﾄﾃｰﾌﾟ付段ボール箱入
商品陳列に効果バツグン

特

徴

用

途

※あらゆる食品の包装に、保存用としてご使用いただけます。
※1枚ずつ取り出せる使いやすいタイプのポリ袋です。
※無臭で、食品衛生上、無害ですので安心してご使用いただけます。
※新鮮な果物・野菜・の保存に
※カビ・乾燥の防止に
※ゴミの処理に
※ぬれたものの保存に
※冷凍保存に

取り扱い上の注意

火気のそばに置かないで下さい。

NEWｷｯﾁﾝﾊﾟｯｸ（S）60P
入 数 ： 50個
品 番 ： SK-088427
規格ｻｲｽﾞ：0.01×180×250mm
耐冷温度 ： -30度
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：高5×奥8×幅22cm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量 ： 80g
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高47×奥42.4×幅27cm
ｶｰﾄﾝ重量 ： 4.8kg
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088427
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088426

NEWｷｯﾁﾝﾊﾟｯｸ（M）50P
入 数 ： 50個
品 番 ： SK-088434
規格ｻｲｽﾞ：0.01×250×350mm
耐冷温度 ： -30度
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：高5×奥8×幅22cm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量 ： 120g
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高47×奥42.4×幅27cm
ｶｰﾄﾝ重量 ： 6.1kg
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088434
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088433

NEWｷｯﾁﾝﾊﾟｯｸ（L）30P
入 数 ： 50個
品 番 ： SK-088847
規格ｻｲｽﾞ：0.01×320×380mm
耐冷温度 ： -30度
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：高5×奥8×幅22cm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量 ： 100g
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高47×奥42.4×幅27cm
ｶｰﾄﾝ重量 ： 5.4kg
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088847
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088846

NEW水切りﾊﾟｯｸ30P
入 数 ： 50個
品 番 ： SK-088458
規格ｻｲｽﾞ：0.01×280×320mm
耐冷温度 ： -30度
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：高5×奥8×幅22cm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量 ： 85g
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高47×奥42.4×幅27cm
ｶｰﾄﾝ重量 ： 4.6kg
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088458
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088457

NEWｷｯﾁﾝﾊﾟｯｸ（M）100P
入 数 ： 50個
品 番 ： SK-088816
規格ｻｲｽﾞ：0.01×250×350mm
耐冷温度 ： -30度
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：高5×奥8×幅22cm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量 ： 180g
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高47×奥42.4×幅27cm
ｶｰﾄﾝ重量 ： 9.9kg
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088816
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-08815

NEWｷｯﾁﾝﾊﾟｯｸ（M）150P
入 数 ： 50個
品 番 ： SK-088366
規格ｻｲｽﾞ：0.01×250×350mm
耐冷温度 ： -30度
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：高8×奥5.5×幅22.5cm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量 ： 290g
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高25×奥44.5×幅38cm
ｶｰﾄﾝ重量 ： 12kg
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088366
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088365

NEWｷｯﾁﾝﾊﾟｯｸ（M）200P
入 数 ： 30個
品 番 ： SK-088823
規格ｻｲｽﾞ：0.01×250×350mm
耐冷温度 ： -30度
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：高8×奥5.5×幅22.5cm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量 ： 360g
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高25×奥47×幅44.4cm
ｶｰﾄﾝ重量 ： 11.1kg
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088823
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088822

USE-023業務用ﾎﾟﾘ袋800枚入
入 数 ： 12個
品 番 ： SK-089107
規格ｻｲｽﾞ：0.01×230×340mm
耐冷温度 ： -30度
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：高6×奥17×幅25cm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量 ： 1300g
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高26.5×奥37.5×幅36.5cm
ｶｰﾄﾝ重量 ： 16.6kg
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089107
ITFｺｰﾄﾞ：010-4901140-089106

レジ袋（100P）各種

レジ袋 No．8号
ｹｰｽ入数：20入
ｻｲｽﾞ：0.015×（160+ﾏﾁ100）×350mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：220g
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高15.5×奥37.5×幅18.5cm
ｶｰﾄﾝ重量：4.4kg
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089066
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089065
品番 SK-089066

レジ袋 No．12号
ｹｰｽ入数：20入
ｻｲｽﾞ：0.015×（180+ﾏﾁ120）×410mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：260g
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高15.7×奥49.39×幅21.3cm
ｶｰﾄﾝ重量：6.6kg
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089073
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089072
品番 SK-089073

☆ 別注 名入れ

レジ袋 No．35号
ｹｰｽ入数：10入
ｻｲｽﾞ：0.020×(260+ﾏﾁ130）×540mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：670g
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高9.6×奥56.8×幅28.8cm
ｶｰﾄﾝ重量：7.5kg
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089035
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089034
品番 SK-089035

レジ袋 No．20号
ｹｰｽ入数：20入
ｻｲｽﾞ：0.018×（210+ﾏﾁ130）×460mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：410g
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高17.9×奥49.2×幅24.5cm
ｶｰﾄﾝ重量：9.1kg
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089028
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089027
品番 SK-089028

承ります

レジ袋 No．45号
ｹｰｽ入数：10入
ｻｲｽﾞ：0.022×(300+ﾏﾁ150)×540mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：890ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高11.7×奥57×幅33.3cm
ｶｰﾄﾝ重量：9.5ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089042
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089041
品番 SK-089042

レジ袋 No．50号
ｹｰｽ入数：10入
ｻｲｽﾞ：0.025×(350+ﾏﾁ150)×600mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：1380ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高12.3×奥62.6×幅38.3cm
ｶｰﾄﾝ重量：13.8ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089059
ITF：010-4900420-089058
品番 SK-089059

USEパックシリーズ保存用ポリ袋

USE1 保存用大40P
ｹｰｽ入数：30入
ｻｲｽﾞ：0.02×300×400mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：160ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高11x奥32.5x幅22.5cm
ｶｰﾄﾝ重量：4.9ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-087116
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-087115
品番 SK-087116

レジ袋（100P）各種

レジ袋 ＮＯ．80号
ｹｰｽ入数：6入
ｻｲｽﾞ：0.025×(380+ﾏﾁ190)×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：2000ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高13×奥84×幅42cm
ｶｰﾄﾝ重量：20.5ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089608
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089607
品番 SK-089608

USE2 保存用中40P
ｹｰｽ入数：30入
ｻｲｽﾞ：0.02×250×300mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：100ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高11.5x奥27x幅18cm
ｶｰﾄﾝ重量：3.1ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-087123
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-087122
品番 SK-087123

LDPE

USE3 保存用小50P
ｹｰｽ入数：30入
ｻｲｽﾞ：0.02×180×250mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：80ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高7x奥27.6x幅20.5cm
ｶｰﾄﾝ重量：2.5ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-087130
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-087139
品番 SK-087130

USEパックシリーズ吊り下げ式ポリ袋(エンボス加工)

USE4 吊り下げ式ポリ袋(小)120枚
ｹｰｽ入数：60入
ｻｲｽﾞ：0.01×200×300mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：120ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高23.5x奥32x幅22cm
ｶｰﾄﾝ重量：4ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089424
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089423
品番 SK-089424

USE5 吊り下げ式ポリ袋(中)100枚
ｹｰｽ入数：60入
ｻｲｽﾞ：0.01×230×340mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：140ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高19x奥36x幅25.7cm
ｶｰﾄﾝ重量：7.5ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089431
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089430
品番 SK-089431

USEパックシリーズ透明ゴミ袋

LDPE

USE16 透明20L10P
ｹｰｽ入数：60入
ｻｲｽﾞ：0.02×400×600mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：80ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高19.5×奥22.5×幅18cm
ｶｰﾄﾝ重量：4.9ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089257
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089256
品番 SK-089257

USE17 透明30L10P
ｹｰｽ入数：60入
ｻｲｽﾞ：0.025×500×700mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：150ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高24.3×奥29×幅20.5cm
ｶｰﾄﾝ重量：9.1ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088069
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088068
品番 SK-088069

USE7B 透明45L10P厚手
ｹｰｽ入数：60入
ｻｲｽﾞ：0.04×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：350ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高20.5×奥36×幅23.5cm
ｶｰﾄﾝ重量：10.7ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088137
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088136

USE6B 透明45L10P
ｹｰｽ入数：50入
ｻｲｽﾞ：0.03×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：250ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高23.7×奥36.3×幅23.7cm
ｶｰﾄﾝ重量：13.5ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088120
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088129
品番 SK-088120

USE8 透明45L10P
ｹｰｽ入数：60入
ｻｲｽﾞ：0.025×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：220ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高24×奥35.5×幅22.7cm
ｶｰﾄﾝ重量：13.6ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-087185
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-087184
品番 SK-087185

USE34 透明45L50P
ｹｰｽ入数：12入
ｻｲｽﾞ：0.03×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：1250ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高27.9×奥36.2×幅23.3cm
ｶｰﾄﾝ重量：16ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088526
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088525
品番 SK-088526

品番

SK-088137

ＵＳＥパックシリーズ透明ゴミ袋

USE12B 透明70L10P
ｹｰｽ入数：30入
ｻｲｽﾞ：0.04×800×900mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：510ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高21×奥43.8×幅26.2cm
ｶｰﾄﾝ重量：15.7ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088168
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088167

USE13B 透明90L10P
ｹｰｽ入数：30入
ｻｲｽﾞ：0.05×900×1000mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：820ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高26×奥49.6×幅29cm
ｶｰﾄﾝ重量：25ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088106
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088105

品番

品番

SK-088168

SK-088106

ＵＳＥパックシリーズ半透明ゴミ袋

USE50-A 半透明20L10P
ｹｰｽ入数：60入
ｻｲｽﾞ：0.015×400×600mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：65ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高15×奥23×幅18.5cm
ｶｰﾄﾝ重量：3.9ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089264
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089263
品番 SK-089264

LDPE

USE18 半透明30L10P
ｹｰｽ入数：60入
ｻｲｽﾞ：0.015×500×700mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：90ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高18×奥29×幅20.4cm
ｶｰﾄﾝ重量：5.4ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089011
ITF：010-4900420-089010
品番 SK-089011

HDPE

USE9 半透明45L10P
ｹｰｽ入数：60入
ｻｲｽﾞ：0.02×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：160ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高22×奥35.5×幅22.6cm
ｶｰﾄﾝ重量：12ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-087192
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-087191
品番 SK-087192

ＵＳＥパックシリーズ半透明ゴミ袋

HDPE

USE52-A 半透明45L10P
ｹｰｽ入数：60入
ｻｲｽﾞ：0.017×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：150ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高18×奥36×幅23cm
ｶｰﾄﾝ重量：9.4ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089363
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089362
品番 SK-089363

USE55-A 半透明45L10P
ｹｰｽ入数：60入
ｻｲｽﾞ：0.015×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：140ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高15.6×奥35.7×幅23cm
ｶｰﾄﾝ重量：8.9ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089271
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089270
品番 SK-089271

USE31 半透明45L30P
ｹｰｽ入数：20入
ｻｲｽﾞ；0.02×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：500ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高20×奥35.5×幅23cm
ｶｰﾄﾝ重量：10.3ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088229
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088228
品番 SK-088229

USE39-A 半透明45L30P
ｹｰｽ入数：30入
ｻｲｽﾞ：0.015×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：400ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高23.6×奥行35.7×幅23.5cm
ｶｰﾄﾝ重量：12.2ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089332
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089331
品番 SK-089332

USE33 半透明45L50P
ｹｰｽ入数：12入
ｻｲｽﾞ：0.02×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：870ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高20.5×奥行35.3×幅23cm
ｶｰﾄﾝ重量：10.9ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088519
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088518
品番 SK-088519

USE36-A 半透明45L50P
ｹｰｽ入数：12入
ｻｲｽﾞ：0.017×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：740ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高17.5×奥35.5×幅23.4cm
ｶｰﾄﾝ重量：9.4ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089288
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089287
品番 SK-089288

USEパックシリーズ半透明ゴミ袋

USE37 半透明45L50P
ｹｰｽ入数：20入
ｻｲｽﾞ：0.015×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：670ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高27×奥行35×幅22.8cm
ｶｰﾄﾝ重量：13.6ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088960
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088969
品番 SK-088960

USE38 半透明45L50P
ｹｰｽ入数：30入
ｻｲｽﾞ：0.012×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：500ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高34×奥行23×幅38
ｶｰﾄﾝ重量：18.2ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089820
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089829
品番 SK-089820

USE14 半透明70L8P
ｹｰｽ入数：40入
ｻｲｽﾞ：0.02×800×900mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量
200ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高12×奥44.5×幅28cm
ｶｰﾄﾝ重量：8.1ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089202
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089201
品番 SK-089202

USE12C 半透明70L10P
ｹｰｽ入数：30入
ｻｲｽﾞ：0.03×800×900mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：380ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高17×奥43.4×幅26.4cm
ｶｰﾄﾝ重量：11.8ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088151
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088150
品番 SK-088151

HDPE

USE53-A 半透明70L10P
ｹｰｽ入数：30入
ｻｲｽﾞ：0.025×800×900mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：315ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高14.3×奥43.5×幅26cm
ｶｰﾄﾝ重量：10.4ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089318
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089317
品番 SK-089318

ＵＳＥパックシリーズ半透明ゴミ袋HDPE

USE15 半透明90L5P
ｹｰｽ入数：60入
ｻｲｽﾞ：0.02×900×1000mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：165ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高12×奥49.8×幅30cm
ｶｰﾄﾝ重量：10.2ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089004
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089003
品番 SK-089004

USE13C 半透明90L10P
ｹｰｽ入数：30入
ｻｲｽﾞ：0.035×900×1000mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：580ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高20.3×奥48×幅29cm
ｶｰﾄﾝ重量：17.8ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088182
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088181
品番 SK-088182

USEパックシリーズ炭カルゴミ袋

USE23-A 炭カル30L10P
ｹｰｽ入数：60入
ｻｲｽﾞ：0.03×500×700mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：180ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高 27×奥 20×幅31 cm
ｶｰﾄﾝ重量：11.6ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089578
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089577
品番 SK-089578

USE25-A 炭カル45L10P
ｹｰｽ入数：50入
ｻｲｽﾞ：0.03×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：245ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高26×奥36×幅23.8cm
ｶｰﾄﾝ重量：13.5ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089349
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089348
品番 SK-089349

USE54-A 半透明90L10P
ｹｰｽ入数：30入
ｻｲｽﾞ：0.025×900×1000mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：410ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高14.7×奥49.5×幅29cm
ｶｰﾄﾝ重量：12.5ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089325
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089324
品番 SK-089325

HDPE

USE24-A 炭カル45L30P
ｹｰｽ入数：20入
ｻｲｽﾞ：0.03×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：780ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高32×奥23×幅36cm
ｶｰﾄﾝ重量：17.5ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089479
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089478
品番 SK-089479

USEパックシリーズ炭カルゴミ袋

USE26-A 炭カル45L50P
ｹｰｽ入数：12入
ｻｲｽﾞ：0.03×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：1280ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高30.9×奥36×幅23.7cm
ｶｰﾄﾝ重量：15.9ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089356
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089355
品番 SK-089356

USE27-A 炭カル70L10P
ｹｰｽ入数：30入
ｻｲｽﾞ：0.04×800×900mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：516ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高43×奥24×幅22cm
ｶｰﾄﾝ重量：15.5ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089585
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089584
品番 SK-089585

USEパックシリーズ乳白ポリ袋

USE7C 乳白45L10P厚手
ｹｰｽ入数：30入
ｻｲｽﾞ：0.04×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：360ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高20.3×奥35.9×幅23.5cm
ｶｰﾄﾝ重量：11.9ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-088250
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088259
品番 SK-088250

USE10 乳白45L10P
ｹｰｽ入数：50入
ｻｲｽﾞ：0.03×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：250ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高23.7×奥36.3×幅23.7cm
ｶｰﾄﾝ重量：13.5ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-087208
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-087207
品番 SK-087208

HDPE

USE28-A 炭カル90L10P
ｹｰｽ入数：20入
ｻｲｽﾞ：0.04×800×1000mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：645ｋｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高48×奥28×幅14cm
ｶｰﾄﾝ重量：12.9ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089592
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089591
品番 SK-089592

LDPE

USE30 乳白45L50P
ｹｰｽ入数：12入
ｻｲｽﾞ：0.03×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：1260ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高29.3×奥36×幅23.3cm
ｶｰﾄﾝ重量：16.3ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-087205
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-088204
品番 SK-087205

USEパックシリーズ半透明手提げゴミ袋 HDPE

USE61-A半透明30L50P手提げ
ｹｰｽ入数：12入
ｻｲｽﾞ：0.017×500×700mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：450ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高21×奥行21×幅29cm
ｶｰﾄﾝ重量：5.5ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089295
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089294
品番 SK-089295

USE62-A半透明45L50P手提げ
ｹｰｽ入数：12入
ｻｲｽﾞ：0.017×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：660ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高25×奥行27×幅28cm
ｶｰﾄﾝ重量：8.1ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089301
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089300
品番 SK-089301

USEパックシリーズ炭カル手提げゴミ袋 HDPE

USE63-A 炭カル35L50P
ｹｰｽ入数：20入
ｻｲｽﾞ：0.03×550×700mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：920ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高35×奥26×幅 35cm
ｶｰﾄﾝ重量：19.7ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089615
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089614
品番 SK-089615

業務用黄色ゴミ袋LDPE

業務用黄色ポリ袋45L10P
ｹｰｽ入数：50入
ｻｲｽﾞ：0.03×650×800mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：250ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高34×奥37×幅24cm
ｶｰﾄﾝ重量：18 ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089387
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089386
品番 SK-089387

業務用黄色ポリ袋70L10P
ｹｰｽ入数：30入
ｻｲｽﾞ：0.04×800×900mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：510ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高24×奥44×幅27cm
ｶｰﾄﾝ重量：16.5ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089394
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-089393

業務用黄色ポリ袋90L10P
ｹｰｽ入数：20入
ｻｲｽﾞ：0.05×900×1000mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：820ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高26×奥49.6×幅29cm
ｶｰﾄﾝ重量：25ｋｇ
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089370
ITFｺｰﾄﾞ：010-4900420-09379

品番

品番

SK-089394

SK-089370

日用雑貨品

持ち手付きポリ袋S20P
ｹｰｽ入数：100入
ｻｲｽﾞ：0.015×250×(150)×360mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：高4×奥8×幅17cm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：約60g
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高37×奥43×幅43cm
ｶｰﾄﾝ重量：8.8kg
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089752
品番 SK-089752

持ち手付きポリ袋M12P
ｹｰｽ入数：100入
ｻｲｽﾞ：0.018×340(210)×460mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：高4×奥8×幅22cm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：約80g
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高46×奥43×幅43cm
ｶｰﾄﾝ重量：約9kg
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089769
品番 SK-089769

持ち手付きポリ袋L8P
ｹｰｽ入数：100入
ｻｲｽﾞ：0.022×450(250)×550mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：高4×奥8×幅26cm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：約100g
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高54×奥行43×幅43cm
ｶｰﾄﾝ重量：約10kg
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089776
品番 SK-089776

アニマル柄キッチンパック30P
ｹｰｽ入数：100入
ｻｲｽﾞ：0.01×180×250mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×225mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：約40g
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089806
品番 SK-089806

アニマル柄持ち手付き袋40P
ｹｰｽ入数：100入
ｻｲｽﾞ：0.01×150×360mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×200mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：約90g
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089813
品番 SK-089813

レディースパック厚手20P
ｹｰｽ入数：100入
ｻｲｽﾞ：0.018×300×300mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：高4×奥8×幅21cm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：約80g
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089790
品番 SK-089790

古紙回収袋7P
ｹｰｽ入数：150入
ｻｲｽﾞ：0.02×310(240)×670mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：180×160mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：約90g
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089783
品番 SK-089783

スライダー式フリーザーバッグM8P（マチ付）
ｹｰｽ入数：100入
ｻｲｽﾞ：0.07×(175+30)×180mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：85×190×30mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：約80g
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089844
品番 SK-089844

ロングチャック袋8P
ｹｰｽ入数：100入
ｻｲｽﾞ：0.06×120×320mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×320mm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量：約50g
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089691
品番 SK-089691

エンボス マチ付マルチパックポリ袋160P
入 数 ： 30個
品 番 ：SK-089653
規格ｻｲｽﾞ：0.01×250×350mm
耐冷温度 ： -30度
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：高7×奥9×幅23
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量 ： 290ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高25.5×奥47.5×幅43.5cm
ｶｰﾄﾝ重量 ： 9.2kg
JANｺｰﾄﾞ：4900420-089653
ITF：010-4900420-089652

スライダー式フリーザーバッグM10P
（冷凍・冷蔵保存用）
入 数 ： 50個
品 番 ：SK-089745
規格ｻｲｽﾞ：0.07×200×180mm
耐冷温度 ： -30度
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：高5×奥8×幅22cm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量 ： 約100ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高47×奥43×幅27cm
ｶｰﾄﾝ重量 ： 約6kg
JANｺｰﾄﾞ:4900420-089745
ITF：010-4900420-089744

スライダー式ジッパーバッグM20P
（冷凍・冷蔵保存用）
入 数 ： 50個
品 番 ：SK-087215
規格ｻｲｽﾞ：0.07×200×180mm
耐冷温度 ： -30度
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：高5×奥8×幅22cm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量 ： 約200ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高47×奥43×幅27cm
ｶｰﾄﾝ重量 ： 約12kg
JANｺｰﾄﾞ:4900420-087215
ITF：010-4900420-087214

スライダー式ストックバッグM12P
（冷蔵保存用）
入 数 ： 50個
品 番 ：SK-089738
規格ｻｲｽﾞ：0.04×200×180mm
耐冷温度 ： -30度
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：高5×奥8×幅22cm
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ重量 ： 約90ｇ
ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ：高47×奥43×幅27cm
ｶｰﾄﾝ重量 ： 約5kg
JANｺｰﾄﾞ:4900420-089738
ITF：010-4900420-089737

