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キッチニスタの定番商品

キッチニスタラップ
抗菌ラップのパイオニア

キッチニスタラップ抗菌

キッチニスタラップ

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全に関するご注意」をよくお読みください。

●誤って口に入れたりしますと、窒息のおそれがありますので、ラップおよびラップで包装した食品は、乳幼児
などの手の届かないところに保管してください。●刃にふれますと手などをきずつけることがありますのでご注意
ください。●食品包装用以外には使用しないでください。●オーブン機能に使わないでください。●ガス台などの
近くに置かないでください。●落下によりけがをするおそれがありますので、保管場所にご注意ください。

保管上のお願い
ラップは匂いが移りやすい商品です。匂いの強い物（石鹸・洗剤・
芳香剤など）の近くには置かないでください。

商品の仕様・パッケージ等は予告なく変更することがあります。

目をひきつける「赤」

キッチニスタラップ抗菌レッド
目に見える安心でサポート

キッチニスタラップ抗菌ブルー



キッチンで輝くすべての人へ！

厨房サポートの新ブランド、登場。

● 粘着性・カット性・伸縮性に優れ「容器をピッタリ包みます」
粘着性・カット性・伸縮性に優れているため、容器をピッタリ包み、食材の鮮度を保ちます。

幅は15cmから60cmまで。長さは20mから220m。サイズが豊富なので、業務用として、レストラン・ホテル・旅館の厨房から、
給食施設やファストフード、デリバリーまで多くのプロに支持されています。プロ仕様のラップとしてご家庭でもデイリーにご利用いただけます。

● 各種用途に対応できる「豊富なサイズ」

キッチニスタの定番商品 フィルム材質 ： 塩化ビニル

カッター刃 ： スチール

耐熱 130℃～耐冷－60℃

B
O
X
タ
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プ

外
刃
タ
イ
プ

● 手軽に使えて衛生的「食材を雑菌から守る」
無機抗菌剤の配合により、ラップに付着した細菌の繁殖を抑制。
食の安全管理のニーズに応えます。抗菌性能は長時間持続します。
※すでに細菌に汚染された食品に対する効果を期待することはできません。
※ラップに接触しない部分には抗菌効果は及びません。

● 各種試験で、高い安全性が確認されています。
キッチニスタラップ抗菌に使用している抗菌剤は「急性経口毒性」
「皮膚一次刺激性」「変異原性」「皮膚感作性」、4つの試験において
抗菌製品技術協議会（SIAA）の安全性基準に適合していることが
確認されています。

キッチニスタラップ

抗菌ラップのパイオニア

キッチニスタラップ抗菌

KitcheNista (キッチニスタ)

調理に欠かせない「火」をイメージし、
赤いロゴマークとしました。
キッチンに立つすべての人に
役立つツールとして愛され続けたい…
そんな思いを込めています。

英語の「Kitchen」と、イタリア語で“専門家”を意味する「ista」。

2つの言葉を組み合わせた新たな製品名、それが「KitcheNista（キッチニスタ）」。

厨房のプロからご家庭のお料理マスターまで、キッチンに立つすべての人をサポートするために、

長年培ってきたフィルム技術や抗菌技術を大切に注ぎこんだ、

食品包装用ラップフィルムおよび厨房関連製品の新ブランドの登場です。

カッター刃のタイプ

ＢＯＸタイプ
ご家庭で広く使われている箱の内側
に刃が付くタイプ

外刃タイプ
プロの厨房で広く使われている箱の
外側に刃が付くタイプ

フィルム材質 ： 塩化ビニル

カッター刃 ： スチール

耐熱 130℃～耐冷－60℃

B
O
X
タ
イ
プ

外
刃
タ
イ
プ

【キッチニスタラップ抗菌】

・ 試験方法は JIS Z 2801に準拠。　
・ 抗菌活性値2.0以上で抗菌効果あり。
・ 表中の数値は実測値であり保証値ではありません。

試験機関 ： 一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験番号 ： JNLA2020K0342（発行日 2020年10月5日）

菌　種

黄色ブドウ球菌

大腸菌

抗菌活性値

4.2

5.8

減菌率

99.9936%

99.9998％

無機抗菌剤・練込
本体
JP0122066A0001T

SIAAマークは、ISO22196
法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議
会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示
されています。
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品　     　名

商　     　品

品 名 略 称

規格（幅cm×長さm）

ダンボールサイズ（幅×奥行×高さmm）

ITFコード
入　数 重　量重　量

個装サイズ（幅×奥行×高さmm）

JANコード

品　     　名

商　     　品

品 名 略 称

規格（幅cm×長さm）

ダンボールサイズ（幅×奥行×高さmm）

ITFコード
入　数 重　量重　量

個装サイズ（幅×奥行×高さmm）

JANコード

163×48×48
202g

312×256×181
30本 6.4kg

14902534351517

234×48×48
296g

312×256×251
30本 9.0kg

14902534352217

15×100

KN 15X100

22×100

KN 22X100

キッチニスタラップ　１５ｃｍ×１００ｍ

キッチニスタラップ　２２ｃｍ×１００ｍ

315×48×48
417g

312×256×333
30本 12.9kg

14902534353016
30×100

KN 30X100
キッチニスタラップ　３０ｃｍ×１００ｍ

465×43×43
364g

285×237×485
30本 11.3kg

14902534354556
45×50

KN 45X50
キッチニスタラップ　４５ｃｍ×５０ｍ

466×49×49
590g

267×224×485
20本 11.9kg

14902534354518
45×100

KN 45X100
キッチニスタラップ　４５ｃｍ×１００ｍ

620×52×52
533g

288×225×640
20本 11.3kg

14902534356055
60×50

KN 60X50
キッチニスタラップ　６０ｃｍ×５０ｍ

465×43×43
357g

285×237×485
30本 11.1kg

14902534354563
45×50

KN 45X50 BOX
キッチニスタラップ　４５ｃｍ×５０ｍ BOXタイプ

236×41×41
119g

434×263×257
60本 7.6kg

14902534212306
22×30

KN 22X30 BOX
キッチニスタラップ　２２ｃｍ×３０ｍ BOXタイプ

316×41×41
126g

434×263×338
60本 8.1kg

14902534213037
30×20

KN 30X20 BOX
キッチニスタラップ　３０ｃｍ×２０ｍ BOXタイプ

236×41×41
171g

350×220×257
40本 7.2kg

14902534212504
22×50

KN 22X50 BOX
キッチニスタラップ　２２ｃｍ×５０ｍ BOXタイプ

BOXタイプ

BOXタイプ

品　     　名

商　     　品

品 名 略 称

規格（幅cm×長さm）

ダンボールサイズ（幅×奥行×高さmm）

ITFコード
入　数 重　量重　量

個装サイズ（幅×奥行×高さmm）

JANコード

316×41×41
231g

350×220×338
40本 9.6kg

14902534213068

236×48×48
290g

312×256×275
30本 9.0kg

14902534212214

30×50

KN 30X50 BOX

22×100

KN 22X100 BOX

キッチニスタラップ　３０ｃｍ×５０ｍ BOXタイプ

キッチニスタラップ　２２ｃｍ×１００ｍ BOXタイプ

319×48×48
410g

312×256×338
30本 12.7kg

14902534213310
30×100

KN 30X100 BOX
キッチニスタラップ　３０ｃｍ×１００ｍ BOXタイプ

品　     　名

商　     　品

品 名 略 称

規格（幅cm×長さm）

ダンボールサイズ（幅×奥行×高さmm）

ITFコード
入　数 重　量重　量

個装サイズ（幅×奥行×高さmm）

JANコード

321×131×136
1,095g

552×291×344
8本 9.4㎏

14902534213228
30×220

KN 30X220

● ジャンボ

キッチニスタラップ　３０ｃｍ×２２０ｍ

品　     　名

商　     　品

品 名 略 称

規格（幅cm×長さm）

ダンボールサイズ（幅×奥行×高さmm）

ITFコード
入　数 重　量重　量

個装サイズ（幅×奥行×高さmm）

JANコード

315×48×48
417g

312×256×333
30本 12.9kg

14902534753014
30×100

KNAB 30X100

● キッチニスタラップ抗菌

キッチニスタラップ抗菌　３０ｃｍ×１００ｍ

465×43×43
364g

285×237×485
30本 11.3kg

14902534754554
45×50

KNAB 45X50

316×41×41
126g

434×263×338
60本 8.1kg

14902534753885
30×20

KNAB 30X20 BOX

キッチニスタラップ抗菌　４５ｃｍ×５０ｍ

キッチニスタラップ抗菌　３０ｃｍ×２０ｍ BOXタイプ

BOXタイプ

BOXタイプ

BOXタイプ

BOXタイプ

BOXタイプ

BOXタイプ

● キッチニスタラップ

● キッチニスタラップ  BOXタイプ

● キッチニスタラップ  BOXタイプ
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品　     　名

商　     　品

品 名 略 称

規格（幅cm×長さm）

ダンボールサイズ（幅×奥行×高さmm）

ITFコード
入　数 重　量重　量

個装サイズ（幅×奥行×高さmm）

JANコード

234×48×48
296g

312×256×251
30本 9.0kg

14902534757210

315×48×48
417g

312×256×333
30本 12.9kg

14902534757302

22×100

KNAB BLUE 22X100

30×100

KNAB BLUE 30X100

キッチニスタラップ抗菌ブルー　２２ｃｍ×１００ｍ

キッチニスタラップ抗菌ブルー　３０ｃｍ×１００ｍ

●キッチニスタラップ抗菌ブルー

品　     　名

商　     　品

品 名 略 称

規格（幅cm×長さm）

ダンボールサイズ（幅×奥行×高さmm）

ITFコード
入　数 重　量重　量

個装サイズ（幅×奥行×高さmm）

JANコード

315×48×48
417g

312×256×333
30本 12.9kg

14902534758316

465×43×43
364g

285×237×485
30本 11.3kg

14902534758453

30×100

KNAB RED 30X100

45×50

KNAB RED 45X50

キッチニスタラップ抗菌レッド　３０ｃｍ×１００ｍ

キッチニスタラップ抗菌レッド　４５ｃｍ×５０ｍ

● キッチニスタラップ抗菌レッド

465×43×43
364g

285×237×485
30本 11.3kg

14902534757456
45×50

KNAB BLUE 45X50

466×49×49
590g

267×224×485
20本 11.9kg

14902534757470
45×100

KNAB BLUE 45X100

キッチニスタラップ抗菌ブルー　４５ｃｍ×５０ｍ

キッチニスタラップ抗菌ブルー　４５ｃｍ×１００ｍ

フィルム材質 ： 塩化ビニル

カッター刃 ： スチール

耐熱 130℃～耐冷－60℃

外
刃
タ
イ
プ

目にとまる「赤色」を採用した キッチニスタラップ抗菌レッド。
病院・介護施設、学校給食における通常食・制限食、食材などの識別や、仕分け・管理に、「レッド」の目立ちをご活用いただけます。

● 目を引き付ける赤「ひと目でわかる食材管理」

● ラップ片の混入が見つけやすい青「食の安全性アップ」
食材には少ない「青色」を採用した キッチニスタラップ抗菌ブルー。
万一、食材にラップ片が混入しても、青色なので見つけやすいのがポイント。
食品調理工場、給食や介護施設、ホテルやレストランの厨房など、食の安全管理が求められる現場に「目に見える安心」でお応えします。

● ラップに付着した細菌は24時間で99%以上低減。 ※試験機関にて確認済
無機抗菌剤の配合により、ラップに付着した細菌の繁殖を抑制。
抗菌性能は長時間持続します。
※すでに細菌に汚染された食品に対する効果を期待することはできません。　
※ラップに接触しない部分には抗菌効果は及びません。

● 各種試験で、高い安全性が確認されています。
キッチニスタラップ抗菌ブルー・レッドに使用している抗菌剤は、
「急性経口毒性」「皮膚一次刺激性」「変異原性」「皮膚感作性」、
4つの試験において抗菌製品技術協議会（SIAA）の安全性基準に
適合していることが確認されています。

PATENT
「キッチニスタラップ抗菌ブルー」に採用している「青色くっきり製法」に関して、2017年に特許第6195045号
他の特許を取得しています。

HACCP Internationalは、食品業界で使用される非食品の消耗資材、設備、サービスを対象に、食品安全のあらゆる角度
から科学的にHACCPへの適合性、対応能力を評価し、認証を与える国際認証機関です。
「キッチニスタラップ抗菌シリーズ」は、原材料、設計仕様、製造工程、食品への混入時の安全性、使用説明、表記の正確性な
どの様々な観点から評価を受け、HACCPにもとづく食品安全管理を採用している食品製造・加工の現場でご使用いただ
くことに適した安全な製品として、ラップフィルムとしては国内で初めて、HACCP Internationalの認証を取得しました。

HACCP Internationalは、容器、調理器具、消耗資材の色分けが、食の安全性に重要な貢献をすると考えています。色付きのラップフィルム
である「キッチニスタラップ抗菌ブルー・レッド」は、食材の期限管理、リスクの高い食材、制限食の管理、冷却・加熱など調理プロセス管理
の「見える化」等、食の現場の様々なシーンで有効であることが認められました。
さらに、「キッチニスタラップ抗菌ブルー・レッド」は、クリアで鮮やかな色のラップフィルムで、誤ってラップ片が料理に入ってしまった場合
でも、見つけやすいことが評価されています。

SIAAマークはISO22196法によ
り評価された結果に基づき、抗菌
製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された製品
に表示されるマークです。

・ 試験方法はJIS Z 2801 に準拠。  ・ 抗菌活性値は2.0以上で抗菌効果あり。  ・ 表中の数値は実測値であり保証値ではありません。
無加工
フィルム

キッチニスタラップ
抗菌ブルー・レッド

培地での増殖菌数対比（24時間後）
※自社評価写真

試験機関 ： 一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験番号 ： JNLA2019K0015 (発行日：2019年4月15日)

菌　種

黄色ブドウ球菌

大腸菌

抗菌活性値

4.9

6.0

減菌率

99.99896%

99.99990%

※無加工品と比較

試験機関 ： 一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験番号 ： JNLA2017K0289 （発行日 2018年3月5日）

菌　種

黄色ブドウ球菌

大腸菌

抗菌活性値

5.2

6.2

減菌率

99.99940%

99.99994%

※無加工品と比較

さらに安全性を
高めました

抗菌対応
全ラインアップ

● 「ブルー」＆「レッド」の組み合わせで、より柔軟な「オペレーション管理」
食材ごと・消費期間ごとの仕分け、先入れ・先出しの徹底、調理段階におけるプロセス管理や食材の種類分け等、
アイディア次第で、食の現場における様々な用途、オペレーション上のルール作りに「ブルー」＆「レッド」をご活用いただけます。
目に見える効率・衛生ソリューションで、厨房の作業性を向上します。

目に見える安心でサポート

目をひきつける「赤」

キッチニスタラップ抗菌レッド

キッチニスタラップ抗菌ブルー

各種特許や認証を取得

【黄色ブドウ球菌に対する抗菌効果】【キッチニスタラップ抗菌ブルーの抗菌性能 】 【キッチニスタラップ抗菌レッドの抗菌性能 】
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品　     　名

商　     　品

品 名 略 称

規　      格

ダンボールサイズ（幅×奥行×高さmm）

ITFコード
入　数 重　量重　量

個装サイズ（幅×奥行×高さmm）

JANコード

330×φ70
157g

352×224×139
6本 1.2kg

14902534353993

480×φ60
210g

499×214×128
6本 1.5kg

14902534354990

30cm幅

KN ﾗｯﾌﾟｹｰｽ 30cm

45cm幅

KN ﾗｯﾌﾟｹｰｽ 45cm

● キッチニスタラップケース

キッチニスタラップケース　３０ｃｍ幅

キッチニスタラップケース　45ｃｍ幅

品　     　名
品 名 略 称

規　      格

包装サイズ（幅×直径mm）

ITFコード
入　数 重　量重　量

個装サイズ（幅×奥行×高さmm）

JANコード

340×35×5
20.0g

360×75
12本 0.3kg

-

480×40×5
30.4g

510×75
12本 0.5kg

-

替刃30cm幅用

ｶｴﾊﾞ30cm A

替刃45cm幅用

ｶｴﾊﾞ45cm A

● 替刃

カエバ ３０ｃｍ

カエバ 45ｃｍ

310×φ48
385g

312×262×327
30本 12.0kg

14902534757333

460×φ40
320g

274×232×479
30本 10.1kg

14902534757555

30×110

KNAB BLUE 30X110ﾂﾒｶｴ

45×55

KNAB BLUE 45X55ﾂﾒｶｴ

キッチニスタラップ抗菌ブルー　３０ｃｍ×１１０ｍ　詰替

キッチニスタラップ抗菌ブルー　４５ｃｍ×５５ｍ　詰替

品　     　名

商　     　品

品 名 略 称

規格（幅cm×長さm）

ダンボールサイズ（幅×奥行×高さmm）

ITFコード
入　数 重　量重　量

個装サイズ（幅×奥行×高さmm）

JANコード

310×φ48
385g

312×262×327
30本 12.0kg

14902534353009

460×φ40
320g

274×232×479
30本 10.1kg

14902534354501

30×110

KN 30X110ﾂﾒｶｴ

45×55

KN 45X55ﾂﾒｶｴ

キッチニスタラップ　３０ｃｍ×１１０ｍ　詰替

キッチニスタラップ　４５ｃｍ×５５ｍ　詰替

●詰替え用ラップシリーズ

310×φ48
385g

312×262×327
30本 12.0kg

14902534753113
30×110

KNAB 30X110ﾂﾒｶｴ

460×φ40
320g

274×232×479
30本 10.1kg

14902534754509
45×55

KNAB 45X55ﾂﾒｶｴ

キッチニスタラップ抗菌　３０ｃｍ×１１０ｍ　詰替

キッチニスタラップ抗菌　４５ｃｍ×５５ｍ　詰替

省資源・省ゴミ・C0₂削減！ 
ラップを詰替えて繰り返し使用できるので、
化粧箱の廃棄が不要。
ゴミの発生量を抑え、エコに貢献します。

詰替え用ラップシリーズ

詰替え用ラップシリーズ
厨房の経済性と作業性を向上する名コンビ！

キッチニスタラップ・キッチニスタラップ抗菌・
キッチニスタラップ抗菌ブルー
30cm×100mを5ケース／月 および
45cm×50mを5ケース／月 使用の場合

594.7kg 62.2kg 年
間   90%のCO2削減

省資源・省ゴミに貢献

CO2排出量を削減

149.4kg 7.9kg 年
間141.5kgのゴミの削減

CO₂原単位は国立環境研究センター「産業連関表による二酸化炭素排出原単位」より引用
焼却CO₂は紙およびプラスチックの理論燃焼量からの算出量

安全性と作業効率を見つめた設計。
丈夫で清潔なポリプロピレン製、しかも抗菌仕様。
水回りにも強いため濡れた手でも扱えます。
刃の分別・廃棄の手間も不要です。
＊より衛生的にお使いいただくためにアルコールなどで定期的な洗浄・消毒をおすすめします。

キッチニスタラップケース

刃が隠れるカバーだから安全！ワンタッチで簡単ラップ交換！スリム＆滑り止めで使いやすい！

SIAAマークは、ISO22196法に
より評価された結果に基づき、抗菌
製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された製品に
表示されています。

無機抗菌剤・練込
樹脂部
JP0122066A0002U

※当社調査値化粧箱 包装フィルム

● 比べてみるとこんなにエコ

簡
易
包
装
だ
か
ら

キッチニスタラップ
詰替

キッチニスタラップ抗菌
詰替

キッチニスタラップ抗菌ブルー
詰替
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品 名 略 称

規格（幅ｃｍ×長さｃｍ）

ダンボールサイズ（幅×奥行×高さmm）

ITFコード
入　数 重　量

個装サイズ（幅×奥行×高さmm）

JANコード

209×357×25 410×325×575
50袋 9.4kg10枚 165g

209×357×25
10枚 165g

209×357×25
10枚 165g

310×185×110
50枚 940g

310×185×110
50枚 940g

310×185×110
50枚 940g

310×185×110
50枚 940g

14902534924018

410×325×575
50袋 9.4kg

14902534924032

35×60

R17 B ｸﾛｽ A

35×60

R17 G ｸﾛｽ A

キッチニスタ　カウンタークロス　
１０枚袋入 ブルー

キッチニスタ　カウンタークロス　
１０枚袋入 グリーン

１０枚
袋入

50枚
箱入

410×325×575
50袋 9.4kg

14902534924025
35×60

R17 P ｸﾛｽ A
キッチニスタ　カウンタークロス　
１０枚袋入 ピンク

410×325×540
10箱 10.4kg

14902534924056
35×60

R18 B ｸﾛｽ A
キッチニスタ　カウンタークロス　
５０枚箱入 ブルー

410×325×540
10箱 10.4kg

14902534924070
35×60

R18 G ｸﾛｽ A
キッチニスタ　カウンタークロス　
５０枚箱入 グリーン

410×325×540
10箱 10.4kg

14902534924063
35×60

R18 P ｸﾛｽ A
キッチニスタ　カウンタークロス　
５０枚箱入 ピンク

410×325×540
10箱 10.4kg

14902534924087
35×60

R18 W ｸﾛｽ A
キッチニスタ　カウンタークロス　
５０枚箱入 ホワイト

● カウンタークロス
● タオルのような吸水性とボリュームで使いやすい。　　● 厨房に便利な箱入りもご用意しています。

入　数 重　量

タイプ 用途 品　名
品 名 略 称

規格（幅mm×長さm）

ダンボールサイズ（幅×奥行×高さmm）

ITFコード
入　数 重　量

個 装 重 量

JANコード

2.49kg
266×135×269
6本 15.6kg

14902534502506

2.99kg
266×135×319
6本 18.6kg

14902534503008

250×750

SH 250X750

300×750

SH 300X750

キッチニスタ　
ストレッチフィルム 
２５０ｍｍ×７５０ｍ

汎用
タイプ 手巻用

タイプ

野菜
果物
肉、魚
惣菜

キッチニスタ　
ストレッチフィルム 
３００ｍｍ×７５０ｍ

キッチニスタ　
ストレッチフィルム 
３５０ｍｍ×７５０ｍ

キッチニスタ　
ストレッチフィルム 
4００ｍｍ×７５０ｍ

キッチニスタ　
ストレッチフィルム 
45０ｍｍ×７５０ｍ

● ストレッチフィルム
● 透明性と光沢性に富んでいるので商品が売り場で映えるだけでなく、適度な通気性と水蒸気透過性により商品の鮮度も保ちます。
● よく伸びピタリと包装できます。

3.50kg
266×135×369
6本 21.7kg 

14902534503503
350×750

SH 350X750

3.99kg
266×135×419
4本 16.6kg 

14902534504005
400×750

SH 400X750

4.48kg
266×135×469
4本 18.6kg 

14902534504500
450×750

SH 450X750

品　     　名

商　     　品

品 名 略 称

規格（幅cm×長さm）

ダンボールサイズ（幅×奥行×高さmm）

ITFコード
入　数 重　量重　量

個装サイズ（幅×奥行×高さmm）

JANコード

338×54×54
480g

290×235×355
20本 10.0㎏

14902534933331

340×48×48
450g

257×206×354
20本 9.5㎏

14902534933348

33×30

KN ｸｯｷﾝｸﾞｼｰﾄ 33X30 A

33×30

KN ｸｯｷﾝｸﾞｼｰﾄEtype 33X30 A

キッチニスタ　クッキングシート　３３cm×３０ｍ

キッチニスタ　クッキングシート　Ｅｔｙｐｅ　３３cm×３０m

●クッキングシート　

● プロの現場で作業性アップ
両面シリコーン加工。油や水を通しにくいので、天板や器具を汚さず
後片付けが簡単にできます。耐熱温度は２５０℃（２０分）、オーブン、
スチームコンベクション、電子レンジなど、多目的に使えます。

蒸気を適度に通すので蒸し料理にもご利用いただけます。
また食材がつかないので形くずれしにくく、料理がきれいに仕上がります。

● 調理のいろいろなシーンに使えます

【シートの特長】

両面シリコーン加工なので
蒸気を適度に通し、食品・油は
通しません。

※「キッチニスタクッキングシート」は「キッチニスタクッキングシートE type」に比べ、
　より密度の高い紙で、耐油性、耐水性、剥離性に優れています。

● ノベルティギフト

品　     　名

商　     　品

品 名 略 称

規 格（幅cm×長さm）

個装サイズ（幅×奥行×高さmm）

重　量

ダンボールサイズ（幅×奥行×高さmm）

入　数 重　量

キッチニスタラップ
30ｃｍ×20ｍ 粗品 316×41×41

126g

KNG 30×20 ソシナ

30×20

434×263×338

60本 8.1kg

パッケージ全体にお好きなデザインをご指定いただけます。企業ブランドやメッセージなどを盛り込んだ販促物としてご利用いただけます。
また、当社専用デザインの一部にお客様の社名・ロゴマークなどをご指定いただくこともできます。

● 贈られてうれしい「実用ギフト」、オリジナルデザインも可能です。

品　     　名
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