
エンボス

フレッシュマスターロール　
（50枚入り）
バット用
250×350mm　入数：16P　最低ロット：1

キッチンペーパー80枚2ロール 
（大）380×240mm　入数：6P　最低ロット：1

材質：パルプ不織布 材質：紙

（中）280×240mm　入数：6P　最低ロット：1
（小）215×240mm　入数：6P　最低ロット：1

FMクッキングホイル
30cm×25m　入数：30本　最低ロット：1

FMクッキングシート
33cm×30m　入数：24本　最低ロット：1

大黒印天ぷら敷紙　小
190×210mm　100枚入　入数：120P　最低ロット：1

30cm×50m　入数：20本　最低ロット：1
45cm×30m　入数：20本　最低ロット：1

ポリマラップ
300R　30cm×750m 入数：２本　最低ロット：1

アクシャル
ニュースターLS
25kg　入数：１個　最低ロット：１

アクシャル
ニュースターNR
2kg　入数：8P　最低ロット：１

アクシャル
ニュースターAN
2kg　入数：8P　最低ロット：1

カタマール　500ｇ
入数：10P　最低ロット：1

400R　40cm×750m 入数：２本　最低ロット：1

クリーンキャップ　M　白

ディーナカウンタークロスE　
普通判・厚地　40枚入り 
ピンク320mm×610m　入数：6箱　最低ロット：1
ブルー320mm×610m　入数：6箱　最低ロット：1

ウルトラエンボスグローブ箱入 100枚入

M　入数：60箱　最低ロット：1
S　 入数：60箱　最低ロット：1

L　 入数：60箱　最低ロット：1

ニトリル極うす手袋　粉無　ブルー
100枚入
M　入数：20箱　最低ロット：1

ソフトーク超立体マスク
150枚入
150枚　入数24箱　最低ロット：1

スポンジエース（キイロ）
（S)75×115mm　入数：60個　最低ロット：1
（L)90×150mm　入数：60個　最低ロット：1

ユービーコール75
5L　入数：3本　最低ロット：1

キッチンハイター業務用
5kg　入数：3本　最低ロット：１

フラワーキャップライト　白
50枚入　入数：20P　最低ロット：1

50枚入　入数：20箱　最低ロット：1

30cm×50m　入数：30本　最低ロット：1
45cm×50m　入数：20本　最低ロット：1

15cm×50m　入数：30本　最低ロット：1
22cm×50m　入数：30本　最低ロット：1

キッチンペーパー　Eタイプスリム
120枚　2ロール
275×208mm　入数：12P　最低ロット：1

フレッシュマスター
ロール（50枚カット）

大375×240mm　入数：20P　最低ロット：1
中280×240mm　入数：20P　最低ロット：1

マスクにつけられるアイシールド
約30×22.3cm　10枚入
 入数：20P　最低ロット：1

サランラップBOX（業務用）

15cm×100m　入数：30本　最低ロット：1
22cm×50m　  入数：30本　最低ロット：1
30cm×100m　入数：30本　最低ロット：1
45cm×50m　  入数：30本　最低ロット：1
60cm×50m　  入数：20本　最低ロット：1

キッチニスタラップ

材質：ポリエチレン

塩素系漂白剤

キッチン泡ハイター業務用
1Lスプレー付　入数：6本　最低ロット：1
1L付替用　　　入数：6本　最低ロット：1

泡タイプ塩素系漂白剤 食器洗浄機用洗剤 食器洗浄機用洗剤 食器洗浄機用洗剤

材質：合成ゴム

ワンダフル
4.5L　入数：4本　最低ロット：1

食器用洗剤

ユービコール67
キュービテナー入　20L
入数：1箱　最低ロット：1

《主要取扱メーカー》

〒753-0091山口県山口市天花一丁目7-1
TEL 083-922-1219　FAX 083-923-6888
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おすすめ商品！

オタフク
お好みソース　2.1kg
入数：6本　最低ロット：1

特選御出し昆布
1/2切　1kg
入数：12袋　最低ロット：1

オタフク
ウスターソース　1.8L
入数：6本　最低ロット：1

オタフク
とんかつソース　2.1kg
入数：6本　最低ロット：1

オタフク
焼そばソース　2.2ｋｇ
入数：6本　最低ロット：1

ニッコー
大豆白絞油　18L
入数：1缶　最低ロット：1

ニッコー
サラダ油 ハイ・ブレンド18L
入数：1缶　最低ロット：1

カネク
特選おろし生わさび 300g
入数：24P　最低ロット：1

モリタ
花かつお　1ｋｇ
入数：6P　最低ロット：1

カネク
生わさび　750ｇ
入数：16P　最低ロット：1

リフレッシュ
マスク

ミントの香り

30枚入

精油100 %

香りと幸運、長続き

気分も明るく

幸運のクローバーで

日本製
安心の

マスクに
貼るだけ

シール

入数：6本　最低ロット：1

抗菌マスクケース　ＭＣ０４０１
約109×210mm　100枚入

ハンドスキッシュＥＸ
ロングノズル・付替用　800ml

入数：10P　最低ロット：1

除菌ウエットシート　アルコール配合
ＪＯ－２　100枚入

入数：10P　最低ロット：1

マスクリフレッシュシール
30枚入
入数：10P　最低ロット：1

フレッシュプラス3層フィルター
国産サージカルマスク 50枚入
入数：40箱　最低ロット：1

フレッシュプラス
3層サージカルマスク
Wワイヤー 　50枚入
入数：40箱　最低ロット：1

オススメオススメ

オススメ オススメオススメオススメ オススメ

ハンドスキッシュＥＸ
4.5L
入数：3本　最低ロット：1

スマッシュ業務用
5L
入数：2本　最低ロット：1

アタックＺＥＲＯ業務用
2kg
入数：６P　最低ロット：1

オススメ オススメオススメ



250×200mm　100本　入数：12P　最低ロット：1
フレッシュメイト丸　香料入FM-1L 

No.1　70×100mm～　  　最低ロット：1

E20　20個パック　入数：20P　最低ロット：1

No.25～50　100枚　入数：10P　最低ロット：1
M-3～M-8らんか　　　 入数：50枚　最低ロット：1
M- 中～M特々大　　　　入数：50枚　最低ロット：1
M-88らんか  50×25　入数：50枚　最低ロット：50
M- 別大らんか48×48　入数：50枚　最低ロット：50
M- 特大らんか52×52　入数：50枚　最低ロット：50

E25　20個パック　入数：16P　最低ロット：1
E30　20個パック　入数：14P　最低ロット：1

ニューポリ規格袋0.03　100枚入

200枚入　220×230mm　入数：30P　最低ロット：1

ソフトラブタオル エンボス
レギュラー

170m6R　入数：8P　最低ロット：1
エルヴェールトイレット６ロール

No.20 460×600mm　　　最低ロット：1
No.8　130×250mm～　　最低ロット：1
No.15 300×450mm   　  最低ロット：1

3本　入数：16P　最低ロット：1

フクレックス　200枚入 N.２　 120×240mm　入数：40P　最低ロット：1
N.２A　120×230mm　入数：40P　最低ロット：1
N.７　 150×250mm　入数：30P　最低ロット：1
N.14　200×300mm　入数：20P　最低ロット：1
N.17　240×360mm　入数：12P　最低ロット：1
N.19　280×400mm　入数：10P　最低ロット：1
N.20　300×430mm　入数：　8P　最低ロット：1

ナイロンポリ新Lタイプ 100枚入

LD35-45　650×800mm　  入数：50P　最低ロット：1
LD35-70　800×900mm　  入数：30P　最低ロット：1
LD45-90　900×1000mm　入数：20P　最低ロット：1

ポリ袋　透明　10枚入

白樺8寸元禄箸N 植林元禄箸 竹天削

マイボンベLサイズ
入数：120 個　最低ロット：1

CR着火ライター
ザ・スリム

カエンニューエースE

250×250mm　入数：10箱　最低ロット：1
ナプキン紙 六ツ折 フラット1000枚箱入

3オンス　100個入　入数：30P　最低ロット：1
5オンス　100個入　入数：30P　最低ロット：1
7オンス　100個入　入数：25P　最低ロット：1

FM紙カップ　無地

100本　入数：20P　最低ロット：1
スプーン160バラ透明

9オンス　  100個入　入数：25P　最低ロット：1
12オンス　　50個入　入数：28P　最低ロット：1
18オンス　　25個入　入数：20P　最低ロット：1

SCV-275/SCN-360/SAM-545
ストライプ

500本入　　入数：12箱　最低ロット：1

FMフレックスストロー
ストライプ　紙包装

100個　　入数：25P　最低ロット：1
クリアーカップ 9オンスカップ

50個　　入数：20P　最低ロット：1
クリアーカップ89-12オンスカップ

260×380mm　100枚　入数：20P　最低ロット：1 21ｃｍ　100膳　入数：30P　最低ロット：1100膳　入数：50P　最低ロット：1 100膳　入数：50P　最低ロット：1
杉柾利久
24ｃｍ 100膳　入数：50P　最低ロット：1

杉柾目天削
21ｃｍ　100膳　入数：50P　最低ロット：1
24ｃｍ　100膳　入数：50P　最低ロット：1

5.5寸・角切上　木蓋

6.5寸・ガリ　木蓋 薄板　一尺４ COPカップ（A-PET）

竹串　1kg箱入
12cm　2.5Φ×120mm　入数30箱　最小ロット1箱
15cm　2.5Φ×150mm　入数30箱　最小ロット1箱
18cm　2.5Φ×180mm　入数30箱　最小ロット1箱

Tooth Pick　袋入楊枝
和文字　1000本入　入数：50箱　最小ロット1

60MB～430MB　50個 P　　最低ロット：1100枚　入数：20束　最低ロット：1

最低ロット：10個
6.0寸・角切　2段
最低ロット：10個

最低ロット：10個
COPカップ（A-PET）嵌合蓋
60TC～129TC　50個 P　    最低ロット：1

VK-362丼中　無地本体
170φ×65mm 50個　入数16P　最低ロット：1

V-111
50枚 P　  入数 12　最低ロット：1

V-1-23
100枚 P　入数20　最低ロット：1

V-642
50枚 P　  入数 12　最低ロット：1

VK-362丼中　嵌合蓋
50個　入数16P　  最低ロット：1

MKアルミカップ
3F　500枚　　　　　　　　最低ロット：1

バラン　海老１号　B色
1000枚　入数：45箱　最低ロット：1

スノーパック　プチ　10ｇ
250個　入数：6箱　最低ロット：1

丸皿D-30　白
入数：200枚　最低ロット：1

丸皿D-19　白
入数：400枚　最低ロット：1

丸皿D-50　白
入数：50枚　  最低ロット：1

4F～7F・9F・10F　250枚　 最低ロット：1
6A～8A　250枚　　　　　 最低ロット：1

イージーバッグ　乳白

0.03×560mm  100枚　入数：30P 最低ロット：1～
0.04×900mm  100枚　入数：10P 最低ロット：1

ポリ風呂敷
かすみ草・金蓮・ピンク白水玉・ブルー水玉

弁当袋

文化折 80-80深玄二段会席セットフードパック
小　H-3-B　100枚入　入数：60P　最低ロット：1
中　H-2-B　100枚入　入数：40P　最低ロット：1
大　H-1-B　100枚入　入数：20P　最低ロット：1

COCO・CASE　500枚入
丸深5号　緑、赤、黄　　入数：60P　最低ロット：1

（特）ランチ醤油魚大
500個入　　入数：9箱　最低ロット：1

（特）ランチソース円中
500個入　　入数：9箱　最低ロット：1

丸深6号　緑、赤、黄　　入数：60P　最低ロット：1
丸深7号　緑、赤、黄　　入数：40P　最低ロット：1
丸深8号　緑、赤、黄　　入数：40P　最低ロット：1

小　50枚入　入数：18P　最低ロット：1
Z-257-BS　黒セット
100枚入　入数：6P　最低ロット：1 睦月 /はなふさ　入数：50セット　最低ロット：50

T-105A　蓋三彩　会席膳セット
20枚　入数：10P　最低ロット：1

中　50枚入　入数：24P　最低ロット：1
大　50枚入　入数：26P　最低ロット：1

桧天削
21ｃｍ 100膳　入数：50P　最低ロット：1
24ｃｍ 100膳　入数：50P　最低ロット：124ｃｍ　100膳　入数：30P　最低ロット：1

尺3テーブルマット T-108 桜
1.0×85mm　100枚　入数：50P　最低ロット：1
コースター丸　ツタ柄

5～16号 100枚　入数：5束　最低ロット：1
レースペーパー丸　白

＜銀龍＞

※蓋別売り


