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TOK A N KOGYO Products C ata logue



●マニュアル用紙コップ

●キャッチバッグ

●ベンディング用紙コップ

●断熱性エアーウォール紙コップ

●厚紙コップ

●紙スリーブ

●断熱性発泡紙コップ

●断熱性エンボス紙コップ

●コップディスペンサー

●プラストコップ

●非木材紙コップ

●間伐材紙コップ

●PETコップ

●プラスチックリッド（飲料向）

●アクセサリー

●オボスPETカップ

●両面ラミ紙容器

●QKバッグ

●シフォンブラン

●紙コップ専用回収ボックス

●コートカン

●プラスチックリッド

●紙蓋

●断熱性エンボス紙容器

●断熱性エアーウォール紙容器

●断熱性エンボス紙容器 対応リッド・蓋

●断熱性エンボス紙容器 中皿組み合わせ一覧

●防湿性紙容器

●耐熱性紙容器

●AMP／レンジで焼き魚　　　　　　　　　　　

●耐熱性紙容器用リッド

●Tokan dressカップ

●ラミコンカップ

●トーカン・バッグ・イン・ボックス（BIB）

●東罐興業グループ一覧
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カタログの見方

紙71
P28

71
P26

PET

2.5oz

1

規格名
コード番号：31-296-012　
■サイズ：口径56.0×高さ44.7×底径42.2㎜
■満杯容量：70㎖ /単重2.3g　
■ダンボール：縦588×横329×高さ297㎜ /9.1㎏
■入り数：3,600（60個×60）

オンス
製品画像

特記事項

材質

通し番号

対応リッド

製品詳細

受注
生産

口径

ページ
指定されたページに
対応リッドの詳細情報が
掲載されています。
リッドの種類ごとに円の
色を変えています。

2018



7oz

73
P14

9

SM-205 ストライプ
コード番号：31-209-810
■サイズ：口径72.6×高さ80.5×底径51.4㎜
■満杯容量：211㎖/単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜/12.5㎏
■入り数：2,000（80個×25）

7oz

73
P14

10

SM-205 ロマンピンク
コード番号：31-209-809
■サイズ：口径72.6×高さ80.5×底径51.4㎜
■満杯容量：211㎖/単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜/12.5㎏
■入り数：2,000（80個×25）

11

7oz

73
P14

12

SM-205 サニーグリーン
コード番号：31-209-811
■サイズ：口径72.6×高さ80.5×底径51.4㎜
■満杯容量：211㎖/単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜/12.5㎏
■入り数：2,000（80個×25）

5oz

5

SM-150 ロマンセピア
コード番号：31-204 -336
■サイズ：口径65.5×高さ73.0×底径46.2㎜
■満杯容量：156㎖/単重3.3g
■ダンボール：縦368×横368×高さ592㎜/11.0㎏
■入り数：3,000（100個×30）

5oz

6

SM-150 DCシャレード
コード番号：31-204 -347
■サイズ：口径65.5×高さ73.0×底径46.2㎜
■満杯容量：156㎖/単重3.3g
■ダンボール：縦368×横368×高さ592㎜/11.0㎏
■入り数：3,000（100個×30）

5oz

7

SM-150 ゴルフエチケット
コード番号：31-204 -348
■サイズ：口径65.5×高さ73.0×底径46.2㎜
■満杯容量：156㎖ /単重3.3g
■ダンボール：縦368×横368×高さ592㎜/11.0㎏
■入り数：3,000（100個×30）

7oz

73
P14

8

SM-205 ムジ
コード番号：31-209-001 / 31-209-300
■サイズ：口径72.6×高さ80.5×底径51.4㎜
■満杯容量：211㎖/単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜/12.5㎏
■入り数：2,000（80個×25）

2.5oz

1

SM-70-2 ムジ
コード番号：31-296-012
■サイズ：口径56.0×高さ44.7×底径42.2㎜
■満杯容量：70㎖/単重2.3g
■ダンボール：縦585×横356×高さ355㎜/9.1㎏
■入り数：3,600（60個×60）

3oz

2

SM-90-3 ムジ
コード番号：31-202-001
■サイズ：口径57.1×高さ64.0×底径37.0㎜
■満杯容量：95㎖/単重2.7g
■ダンボール：縦605×横317×高さ385㎜/8.9㎏
■入り数：3,000（50個×60）

5oz

3

SM-150 ムジ
コード番号：31-456-500 
■サイズ：口径65.5×高さ73.0×底径46.2㎜
■満杯容量：156㎖/単重3.3g
■ダンボール：縦368×横368×高さ592㎜/11.0㎏
■入り数：3,000（100個×30）

4

7oz

73
P14

SM-205-3 ムジ
コード番号：31-248-001
■サイズ：口径72.6×高さ79.3×底径51.5㎜
■満杯容量：211㎖/単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜/14.0㎏
■入り数：2,500（100個×25箱）

7oz

73
P14

SM-205-3 検査用一般内メモリ
コード番号：31-248-048
■サイズ：口径72.6×高さ79.3×底径51.5㎜
■満杯容量：211㎖/単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜/14.0㎏
■入り数：2,500（100個×25箱）

Cups for Manual Use

マニュアル用
紙コップ

ホット＆コールド用の紙コップです。

1TOK A N KOGYO Products Catalogue



16oz

16

SCM-480PP-2 ストライプ
コード番号：31-233-403
■サイズ：口径89.4×高さ126.0×底径60.6㎜
■満杯容量：500㎖/単重9.4g
■ダンボール：縦455×横370×高さ440㎜/10.4㎏
■入り数：1,000（50個×20）

18oz

90-1
P17

90-1
P17

SCM-545PP ストライプ
コード番号：31-257-456
■サイズ：口径89.6×高さ139.0×底径60.6㎜
■満杯容量：545㎖/単重12.5g
■ダンボール：縦455×横365×高さ370㎜/7.1㎏
■入り数：500（25個×20）

18oz

90-1
P17

SCM-545PP ストライプ
コード番号：31-257-452
■サイズ：口径89.6×高さ139.0×底径60.6㎜
■満杯容量：545㎖/単重12.5g
■ダンボール：縦455×横455×高さ510㎜/13.9㎏
■入り数：1,000（40個×25）

SCM-545PP レインボー
コード番号：31-257-459
■サイズ：口径89.6×高さ139.0×底径60.6㎜
■満杯容量：545㎖/単重12.5g
■ダンボール：縦455×横365×高さ370㎜/7.1㎏
■入り数：500（25個×20）

12oz

81
P16

12

SCM-360PP レインボー
コード番号：31-261-121
■サイズ：口径80.6×高さ117.8×底径50.5㎜
■満杯容量：360㎖/単重8.3g
■ダンボール：縦574×横330×高さ394㎜/12.4㎏
■入り数：1,400（50個×28）

14oz

83
P16

13

SCM-400PP ストライプ
コード番号：31-288-152
■サイズ：口径83.4×高さ129.6×底径50.5㎜
■満杯容量：415㎖/単重9.1g
■ダンボール：縦595×横345×高さ405㎜/13.1㎏
■入り数：1,400（50個×28）

14oz

83
P16

14

SCM-400PP レインボー
コード番号：31-288-153
■サイズ：口径83.4×高さ129.6×底径50.5㎜
■満杯容量：415㎖/単重9.1g
■ダンボール：縦595×横345×高さ405㎜/13.1㎏
■入り数：1,400（50個×28）

14oz

15

SCM-400PRP
検査用一般内メモリ
コード番号：31-298-005
■サイズ：口径83.4×高さ129.6×底径50.5㎜
■満杯容量：415㎖/単重9.1g
■ダンボール：縦595×横345×高さ405㎜/13.6㎏
■入り数：1,400（50個×28）

7oz

71
P26

7

SCM-220P ストライプ
コード番号：31-222-155
■サイズ：口径70.3×高さ92.0×底径45.8㎜
■満杯容量：216㎖/単重4.9g
■ダンボール：縦371×横371×高さ560㎜/12.8㎏
■入り数：2,500（100個×25）

7oz

71
P26

8

SCM-220P レインボー
コード番号：31-222-126
■サイズ：口径70.3×高さ92.0×底径45.8㎜
■満杯容量：216㎖/単重4.9g
■ダンボール：縦371×横371×高さ560㎜/12.8㎏
■入り数：2,500（100個×25）

9

SCM-275P ムジ
コード番号：31-226-163
■サイズ：口径76.8×高さ92.3×底径52.6㎜
■満杯容量：272㎖/単重5.5g
■ダンボール：縦403×横403×高さ569㎜/17.0㎏
■入り数：2,500（100個×25箱）

10oz

79-1
P15

10

SCM-320PP レインボー
コード番号：31-279-301
■サイズ：口径79.0×高さ101.0×底径52.5㎜
■満杯容量：307㎖/単重6.4g
■ダンボール：縦415×横335×高さ638㎜/14.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

12oz

81
P16

11

SCM-360PP ストライプ
コード番号：31-261-122
■サイズ：口径80.6×高さ117.8×底径50.5㎜
■満杯容量：360㎖/単重8.3g
■ダンボール：縦574×横330×高さ394㎜/12.4㎏
■入り数：1,400（50個×28）

9oz

77-1
P14

1 4

5

7oz

73
P14

6

SM-205-3 マルティ
コード番号：31-248-071
■サイズ：口径72.6×高さ79.3×底径51.5㎜
■満杯容量：211㎖/単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜/14.0㎏
■入り数：2,500（100個×25箱）

2

7oz

73
P14

SM-205-3 TOKI
コード番号：31-248-837
■サイズ：口径72.6×高さ79.3×底径51.5㎜
■満杯容量：211㎖/単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜/14.0㎏
■入り数：2,500（100個×25箱）

3

7oz

73
P14

SM-205-3 フンワリ
コード番号：31-248-838
■サイズ：口径72.6×高さ79.3×底径51.5㎜
■満杯容量：211㎖/単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜/14.0㎏
■入り数：2,500（100個×25箱）

18oz

90-1
P17

※入り数500 ※入り数1,000

TOK A N KOGYO Products Catalogue2

受注
生産

受注
生産



SM-400PP アニマルズ
コード番号：31-273-194
■サイズ：口径92.7×高さ91.5×底径66.0㎜
■満杯容量：403㎖/単重9.2g
■ダンボール：縦476×横386×高さ414㎜/10.1㎏
■入り数：1,000（50個×20）

1 2

ゴミ袋
入り

14oz

SM-400PP
パックリフラッペ
コード番号：31-273-146
■サイズ：口径92.7×高さ91.5×底径66.0㎜
■満杯容量：403㎖/単重9.2g
■ダンボール：縦476×横386×高さ414㎜/10.1㎏
■入り数：1,000（50個×20）

18oz

7

SCM-545PP ニューポップコーン
コード番号：31-257-454
■サイズ：口径89.6×高さ139.0×底径60.6㎜
■満杯容量：545㎖/単重12.5g
■ダンボール：縦455×横365×高さ370㎜/7.1㎏
■入り数：500（25個×20）

33oz

8

SI -1000B ニューポップコーン
コード番号：31-478-020
■サイズ：口径108.7×高さ155.2×底径88.8㎜
■満杯容量：1,044㎖/単重17.0g
■ダンボール：縦546×横441×高さ449㎜/9.5㎏
■入り数：500（25個×20）

9oz

77-1
P14

9

SCV-275P ニューコオリ
コード番号：31-228-582
■サイズ：口径76.8×高さ92.3×底径52.6㎜
■満杯容量：272㎖/単重5.5g
■ダンボール：縦403×横403×高さ569㎜/17.0㎏
■入り数：2,500（100個×25箱）

ゴミ袋
入り

14oz

ゴミ袋
入り

14oz

SM-400PP コオリ
コード番号：31-273-139
■サイズ：口径92.7×高さ91.5×底径66.0㎜
■満杯容量：403㎖/単重9.2g
■ダンボール：縦476×横386×高さ414㎜/10.1㎏
■入り数：1,000（50個×20）

3

受注
生産

20oz

4

SCM-600PP-3
コード番号：31-251-
■サイズ：口径89.4×高さ151.0×底径61.0㎜
■満杯容量：600㎖/単重13.9g
■ダンボール：縦460×横460×高さ468㎜/15.1㎏
■入り数：1,000（40個×25）

22oz

5

SCM-660PP ストライプ
コード番号：31-263-163
■サイズ：口径89.4×高さ168.5×底径59.9㎜
■満杯容量：660㎖/単重16.8g
■ダンボール：縦462×横368×高さ404㎜/9.1㎏
■入り数：500（25個×20）

25oz

6

SCM-760PP ストライプ
コード番号：31-264 -138
■サイズ：口径97.4×高さ171.5×底径61.3㎜
■満杯容量：769㎖/単重17.9g
■ダンボール：縦504×横400×高さ391㎜/9.7㎏
■入り数：500（25個×20）

90-1
P17

90-1
P17

90-1
P17

3TOK A N KOGYO Products Catalogue

キャッチバッグ
袋と中仕切りが一体になった
透明なテイクアウトバッグ

information

10

キャッチバッグ 2コヨウ トウメイ
コード番号：31-931-133
■サイズ：270×425×高さ190㎜
■満杯容量：単重11.5g
■ダンボール：12.0㎏
■入り数：1000枚

◎ 詳しくは弊社営業部員までお問い合わせください。

複数ドリンク ドリンク + カップフード
（サイドメニュー、カトラリーetc.）

外面
エンドレス
印刷

無地タイプ
印刷・着色可能

CA
TCH
-BA
G　
CA
TCH
-BA
G　
CA
TCH
-BA
G

CA
TCH
-BA
G　
CA
TCH
-BA
G　
CA
TCH
-BA
G

CA
TCH
-BA
G　
CA
TCH
-BA
G　
CA
TCH
-BA
G

CA
TCH
-BA
G　
CA
TCH
-BA
G　
CA
TCH
-BA
G

CA
TCH
-BA
G　
CA
TCH
-BA
G　
CA
TCH
-BA
G

中仕切に
着色可能

フラットに折りたためるので、
ストックスペースをとりません

※別注品

豊富なテイクアウトバリエーション

外面印刷・中仕切着色可能

容器が見える
ブランドPR



7 8

9oz

77-1
P14

9

SCV-275P
キャンパスアソート
コード番号：31-228-529
■サイズ：口径76.8×高さ92.3×底径52.6㎜
■満杯容量：272㎖ /単重5.5g
■ダンボール：縦403×横403×高さ569㎜/17.0㎏
■入り数：2,500（100個×25箱）

9oz

77-1
P14

10

SCV-275P DCシャレード
コード番号：31-228-589
■サイズ：口径76.8×高さ92.3×底径52.6㎜
■満杯容量：272㎖ /単重5.5g
■ダンボール：縦403×横403×高さ569㎜/17.0㎏
■入り数：2,500（100個×25箱）

7oz

73
P14

4

SV-205 DCシャレード
コード番号：31-211-694
■サイズ：口径72.6×高さ80.5×底径51.4㎜
■満杯容量：211㎖ /単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜/12.5㎏
■入り数：2,000（80個×25箱）

7oz

73
P14

5

SV-205 花占いアソート
コード番号：31-211-693
■サイズ：口径72.6×高さ80.5×底径51.4㎜
■満杯容量：211㎖ /単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜/12.5㎏
■入り数：2,000（80個×25箱）

6

SV-205 必勝祈願
コード番号：31-211-887
■サイズ：口径72.6×高さ80.5×底径51.4㎜
■満杯容量：211㎖ /単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜/12.5㎏
■入り数：2,000（80個×25箱）

7oz

73
P14

1

SV-205 コーヒーブレイク
コード番号：31-211-815
■サイズ：口径72.6×高さ80.5×底径51.4㎜
■満杯容量：211㎖ /単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜/12.5㎏
■入り数：2,000（80個×25箱）

7oz

73
P14

2

SV-205 アストロ
コード番号：31-211-888
■サイズ：口径72.6×高さ80.5×底径51.4㎜
■満杯容量：211㎖ /単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜/12.5㎏
■入り数：2,000（80個×25箱）

7oz

73
P14

3

SV-205
クオリティーカップアソート3
コード番号：31-211-806
■サイズ：口径72.6×高さ80.5×底径51.4㎜
■満杯容量：211㎖ /単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜ /12.5㎏
■入り数：2,000（80個×25箱）

7oz

73
P14

受注
生産

9oz

77-1
P14

SV-275P
ナイスタイムH&C アソート2
コード番号：31-283-301
■サイズ：口径76.8×高さ92.3×底径52.6㎜
■満杯容量：272㎖/単重5.5g
■ダンボール：縦403×横403×高さ569㎜/17.0㎏
■入り数：2,500（100個×25箱）

9oz

77-1
P14

11

SCV-275P ストライプ
コード番号：31-228-611
■サイズ：口径76.8×高さ92.3×底径52.6㎜
■満杯容量：272㎖/単重5.5g
■ダンボール：縦403×横403×高さ569㎜/17.0㎏
■入り数：2,500（100個×25箱）

9oz

77-1
P14

12

SCV-275P スマイル＆ハート
コード番号：31-228-612
■サイズ：口径76.8×高さ92.3×底径52.6㎜
■満杯容量：272㎖/単重5.5g
■ダンボール：縦403×横403×高さ569㎜/17.0㎏
■入り数：2,500（100個×25箱）

9oz

77-1
P14

SCV-275P レインボー
コード番号：31-228-613
■サイズ：口径76.8×高さ92.3×底径52.6㎜
■満杯容量：272㎖/単重5.5g
■ダンボール：縦403×横403×高さ569㎜/17.0㎏
■入り数：2,500（100個×25箱）

TOK A N KOGYO Products Catalogue4

Cups for 
Vending Machine

ベンディング用
紙コップ

自動販売機にも対応した
ホット＆コールド用紙コップです。



受注
生産

14oz

SVT-420-2
コード番号：31-225-
■サイズ：口径86.2×高さ111.5×底径60.6㎜
■満杯容量：422㎖/単重10.1g
■ダンボール：縦443×横356×高さ425㎜/11.1㎏
■入り数：1,000（50個×20箱）

5

12oz

77-1
P14

SV-350P DCシャレード
コード番号：31-255-303
■サイズ：口径76.8×高さ125.5×底径47.6㎜
■満杯容量：346㎖/単重7.1g
■ダンボール：縦481×横401×高さ524㎜/17.5㎏
■入り数：2,100（70個×30箱）

受注
生産

SINC-260S
コード番号：31-247
■サイズ：口径79.0×高さ93.4×底径49.6㎜
■満杯容量：260㎖/単重11.3g
■ダンボール：縦646×横406×高さ445㎜/12.3㎏
■入り数：1,000（25個×40）

6

受注
生産

SINC-340S-3
コード番号：31-246
■サイズ：口径85.0×高さ105.2×底径52.4㎜
■満杯容量：340㎖/単重13.0g
■ダンボール：縦698×横439×高さ461㎜/14.7㎏
■入り数：1,000（25個×40）

7

受注
生産

10oz

SV-311
コード番号：31-292-
■サイズ：口径86.3×高さ83.0×底径60.2㎜
■満杯容量：311㎖/単重7.1g
■ダンボール：縦445×横359×高さ570㎜/14.3㎏
■入り数：1,800(90個×20箱)

3

9oz

77-1
P14

SV-275P
花占いアソート4
コード番号：31-283-369
■サイズ：口径76.8×高さ92.3×底径52.6㎜
■満杯容量：272㎖/単重5.5g
■ダンボール：縦403×横403×高さ569㎜/17.0㎏
■入り数：2,500（100個×25箱）

12oz

77-1
P14

4

SV-350P
キャンパスアソート
コード番号：31-255-300
■サイズ：口径76.8×高さ125.5×底径47.6㎜
■満杯容量：346㎖/単重7.1g
■ダンボール：縦481×横401×高さ524㎜/17.5㎏
■入り数：2,100（70個×30箱）

1 2

5TOK A N KOGYO Products Catalogue

79-2
P15

85
P17

Double Wall Cups

断熱性
エアーウォール紙コップ
紙製スリーブを装着しエアー層を形成、
スペシャリティ飲料向け断熱紙コップ。

製品イメージ



90-2
P17

9

SMT-520 エレガントタイム
コード番号：31-270 -286
■サイズ：口径89.7×高さ135.5×底径60.5㎜
■満杯容量：522㎖/単重13.6g
■ダンボール：縦456×横366×高さ625㎜/14.5㎏
■入り数：1,000（50個×20）

SMT-520 ムジ
コード番号：31-270 -269
■サイズ：口径89.7×高さ135.5×底径60.5㎜
■満杯容量：522㎖/単重13.6g
■ダンボール：縦456×横366×高さ625㎜/14.5㎏
■入り数：1,000（50個×20）

84
P16・17

5

SMT-400 レッツコーヒー
コード番号：31-269-333
■サイズ：口径84.6×高さ116.2×底径58.9㎜
■満杯容量：403㎖/単重11.5g
■ダンボール：縦430×横345×高さ585㎜/12.4㎏
■入り数：1,000（50個×20）

84
P16・17

6

SMT-400 エレガントタイム
コード番号：31-269-371
■サイズ：口径84.6×高さ116.2×底径58.9㎜
■満杯容量：403㎖/単重11.5g
■ダンボール：縦430×横345×高さ585㎜/12.4㎏
■入り数：1,000（50個×20）

84
P16・17

7

SMT-400 ムジ
コード番号：31-269-310
■サイズ：口径84.6×高さ116.2×底径58.9㎜
■満杯容量：403㎖/単重11.5g
■ダンボール：縦430×横345×高さ585㎜/12.4㎏
■入り数：1,000（50個×20）

90-2
P17

90-2
P17

8

SMT-520 レッツコーヒー
コード番号：31-270 -248
■サイズ：口径89.7×高さ135.5×底径60.5㎜
■満杯容量：522㎖/単重13.6g
■ダンボール：縦456×横366×高さ625㎜/14.5㎏
■入り数：1,000（50個×20）

1

80-2
P16

2

SMT-280 レッツコーヒー
コード番号：31-268-301
■サイズ：口径79.6×高さ94.5×底径51.9㎜
■満杯容量：281㎖/単重8.1g
■ダンボール：縦407×横325×高さ425㎜/9.0㎏
■入り数：1,000（50個×20）

80-2
P16

3

SMT-280 エレガントタイム
コード番号：31-268-423
■サイズ：口径79.6×高さ94.5×底径51.9㎜
■満杯容量：281㎖/単重8.1g
■ダンボール：縦407×横325×高さ425㎜/9.0㎏
■入り数：1,000（50個×20）

80-2
P16

4

SMT-280 ムジ
コード番号：31-268-333
■サイズ：口径79.6×高さ94.5×底径51.9㎜
■満杯容量：281㎖/単重8.1g
■ダンボール：縦407×横325×高さ425㎜/9.0㎏
■入り数：1,000（50個×20）

トーカン
紙スリーブ

紙

10

ＳMT-280-CS 
トーカンカミスリーブ S
コード番号：31-931-265
■入り数：2,000（100枚［25×4束］×20）
■ダンボール：縦473×横436×高さ306㎜/9.2㎏
※別注品 30,000枚から （裏面刻印はありません）
※別注品の場合、入数・箱サイズが変わります。 
詳しくはお問い合わせください

※裏面刻印

紙

11

ＳMT-400-CS 
トーカンカミスリーブ M

ＳMT-CS（8-16oz） 
カミスリーブ 8-16オンスヨウ

コード番号：31-931-049
■入り数：2,000（100枚［25×4束］×20）
■ダンボール：縦473×横436×高さ306㎜/9.2㎏
※別注品 30,000枚から （裏面刻印はありません）
◎お急ぎの方には類似品のご用意もございます。 
詳しくはお問い合わせください

※裏面刻印

紙

12

コード番号：31-931-195
■入り数：2,000（100枚×20）
■ダンボール：縦290×横620×高さ290㎜/9.7㎏
※対象規格/SMT-280,400,520
※別注品 4,000枚から

※サイズ調整できる
差込み式

new
新製品

Thick Paper Cups

厚紙コップ

特別にすいた厚紙を使用して
約1.4倍の強度（当社一般紙コップ比）を実現、
タフで丈夫なホット＆コールド用紙コップです。

TOK A N KOGYO Products Catalogue6



8oz

80-1
P16

8oz

80-1
P16

6

SM-250D カフェメロディ
コード番号：31-208-143
■サイズ：口径80.0×高さ83.9×底径58.5㎜
■満杯容量：266㎖/単重7.2g
■ダンボール：縦410×横330×高さ517㎜/7.9㎏
■入り数：1,000（50個×20）

7

SM-250D ムジ
コード番号：31-208-040
■サイズ：口径80.0×高さ83.9×底径58.5㎜
■満杯容量：266㎖/単重7.2g
■ダンボール：縦410×横330×高さ517㎜/7.9㎏
■入り数：1,000（50個×20）

9oz

77-2
P14・15

8

SM-275D メロディ
コード番号：31-285-084
■サイズ：口径76.6×高さ96.3×底径52.5㎜
■満杯容量：272㎖/単重6.5g
■ダンボール：縦394×横319×高さ531㎜/7.4㎏
■入り数：1,000（50個×20）

9oz

77-2
P14・15

9oz

77-2
P14・15

9

SM-275D カフェメロディ
コード番号：31-285-087
■サイズ：口径76.6×高さ96.3×底径52.5㎜
■満杯容量：272㎖/単重6.5g
■ダンボール：縦394×横319×高さ531㎜/7.4㎏
■入り数：1,000（50個×20）

10

自販機
対応

9oz

77-2
P14・15

SV-275D サファリ
コード番号：31-285-503
■サイズ：口径76.6×高さ96.3×底径52.6㎜
■満杯容量：272㎖/単重6.3g
■ダンボール：縦394×横319×高さ531㎜/7.4㎏
■入り数：1,000（50個×20）

11

SM-275D レッツコーヒー（ブルー）
コード番号：31-285-070
■サイズ：口径76.6×高さ96.3×底径52.5㎜
■満杯容量：272㎖/単重6.5g
■ダンボール：縦394×横319×高さ531㎜/7.4㎏
■入り数：1,000（50個×20）

7oz

73
P14

1

SM-205D エルコンドルパンサー
コード番号：31-253-061
■サイズ：口径72.6×高さ86.8×底径47.7㎜
■満杯容量：211㎖/単重5.5g
■ダンボール：縦373×横373×高さ550㎜/9.0㎏
■入り数：1,500（60個×25）

7oz

73
P14

7oz

73
P14

2

SM-205D カフェメロディ
コード番号：31-253-062
■サイズ：口径72.6×高さ86.8×底径47.7㎜
■満杯容量：211㎖/単重5.5g
■ダンボール：縦373×横373×高さ550㎜/9.0㎏
■入り数：1,500（60個×25）

3

SM-205D ムジ
コード番号：31-253-200
■サイズ：口径72.6×高さ86.8×底径47.7㎜
■満杯容量：211㎖/単重5.5g
■ダンボール：縦373×横373×高さ550㎜/9.0㎏
■入り数：1,500（60個×25）

4

8oz

80-1
P16

5

SM-250D メロディ
コード番号：31-208-142
■サイズ：口径80.0×高さ83.9×底径58.5㎜
■満杯容量：266㎖/単重7.2g
■ダンボール：縦410×横330×高さ517㎜/7.9㎏
■入り数：1,000（50個×20）

14oz

89
P17

SM-401D ムジ
コード番号：31-241
■サイズ：口径88.9×高さ106.5×底径59.3㎜
■満杯容量：401㎖/単重9.5g
■ダンボール：縦450×横366×高さ547㎜/11.7㎏
■入り数：1,000（50個×20）

受注
生産

PE Foamed Paper Cups

断熱性
発泡紙コップ

紙コップの表面に特殊な発泡層を施した
滑りにくく持ちやすい断熱コップです。

7TOK A N KOGYO Products Catalogue



89
P17

9

SMP-420E ブレイクタイム
コード番号：31-277-204
■サイズ：口径89.1×高さ120.0×底径52.6㎜
■満杯容量：417㎖/単重14.3g
■ダンボール：縦441×横362×高さ637㎜/15.2㎏
■入り数：1,000（50個×20）

93
P18

10 11

SMP-500E コンフォート
コード番号：31-278-167
■サイズ：口径93.0×高さ135.0×底径52.6㎜
■満杯容量：503㎖/単重16.2g
■ダンボール：縦481×横388×高さ649㎜/17.4㎏
■入り数：1,000（50個×20）

79-2
P15

5

SMP-260E ムジ
コード番号：31-275-615
■サイズ：口径79.0×高さ93.4×底径49.7㎜
■満杯容量：260㎖/単重10.0g
■ダンボール：縦489×横411×高さ607㎜/16.1㎏
■入り数：1,500（50個×30）

85
P17

6

SMP-340E-2 ブレイクタイム
コード番号：31-245-603
■サイズ：口径85.0×高さ105.2×底径52.5㎜
■満杯容量：340㎖/単重11.9g
■ダンボール：縦441×横441×高さ619㎜/15.8㎏
■入り数：1,250（50個×25）

85
P17

7

SMP-340E-2 コンフォート
コード番号：31-245-601
■サイズ：口径85.0×高さ105.2×底径52.5㎜
■満杯容量：340㎖/単重11.9g
■ダンボール：縦441×横441×高さ619㎜/15.8㎏
■入り数：1,250（50個×25）

85
P17

8

SMP-340E-2 ムジ
コード番号：31-245-519
■サイズ：口径85.0×高さ105.2×底径52.5㎜
■満杯容量：340㎖/単重11.9g
■ダンボール：縦441×横441×高さ619㎜/15.8㎏
■入り数：1,250（50個×25）

75
P14

1

SMP-210E ムジ
コード番号：31-378-063
■サイズ：口径75.4×高さ81.2×底径51.9㎜
■満杯容量：210㎖/単重8.6g
■ダンボール：縦473×横396×高さ609㎜/14.2㎏
■入り数：1,500（50個×30）

SMP-250E VIVID COLORアソート4
コード番号：31-274 -113
■サイズ：口径80.0×高さ83.5×底径53.8㎜
■満杯容量：252㎖/単重9.5g
■ダンボール：縦422×横340×高さ582㎜/10.4㎏
■入り数：1,000（50個×20）

80-1
P16

80-1
P16

2

SMP-250E コンフォート
コード番号：31-274 -041
■サイズ：口径80.0×高さ83.5×底径53.8㎜
■満杯容量：252㎖/単重9.5g
■ダンボール：縦422×横340×高さ582㎜/10.4㎏
■入り数：1,000（50個×20）

79-2
P15

3

SMP-260E ブレイクタイム
コード番号：31-275-523
■サイズ：口径79.0×高さ93.4×底径49.7㎜
■満杯容量：260㎖/単重10.0g
■ダンボール：縦489×横411×高さ607㎜/16.1㎏
■入り数：1,500（50個×30）

79-2
P15

4

SMP-260E コンフォート
コード番号：31-275-521
■サイズ：口径79.0×高さ93.4×底径49.7㎜
■満杯容量：260㎖/単重10.0g
■ダンボール：縦489×横411×高さ607㎜/16.1㎏
■入り数：1,500（50個×30）

※2016年6月より1,500入に変更

※2016年6月より1,250入に変更※2016年6月より1,250入に変更※2016年6月より1,500入に変更※2016年6月より1,500入に変更

※2016年6月より1,250入に変更

Double Wall 
Embossed Paper Cups

断熱性
エンボス紙コップ
エンボス加工した紙製スリーブを装着し、
エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた
新感覚の紙コップです。

TOK A N KOGYO Products Catalogue8



1

5 6 7

8 9 10

2 3 4

コップディスペンサー

コップディスペンサー

リッドディスペンサー　※ドリンキングリッドに対応しています（3連は除く）

取付け方法（壁かけタイプ）
ねじ止めフック 両面テープ止め具
※壁かけタイプに
はねじと止め具
が付属していま
す（マグネット
仕様を除く）

※別売りとなります
各ディスペンサー専用
フックがございます

対応コップ：5～12oz用（SM-150～SCV350）
■サイズ：縦100×横100×高さ345㎜

対応コップ：12～22oz用（SCM-360～SCM660）
■サイズ：縦120×横120×高さ345㎜

壁掛け１連1

対応コップ：5～12oz用（SM-150～SCV350）
■サイズ：縦190×横100×高さ345㎜

対応コップ：12～22oz用（SCM-360～SCM660）
■サイズ：縦240×横120×高さ345㎜

壁掛け２連2

対応コップ：7～22oz用
■サイズ：145Φ×高さ500㎜
  　　　  （高さ600㎜もあります）

対応コップ：32oz用
■サイズ：189Φ×高さ500㎜

※別売り規格アダプターあり

壁掛け１連（マグネット）6

対応コップ：7～22oz用
■サイズ：縦495×横135×高さ600㎜

卓上3連7

対応コップ：5～12oz用（SM-150～SCV350）
■サイズ：縦285×横100×高さ345㎜

壁掛け３連3

対応リッド：85口径
■サイズ：縦93×横93×高さ345㎜

対応リッド：95口径
■サイズ：縦103×横103×高さ345㎜

壁掛け1連8

対応リッド：85口径
■サイズ：縦180×横93×高さ345㎜

対応リッド：95口径
■サイズ：縦199×横103×高さ345㎜

対応リッド：85口径・95口径組み合わせ
■サイズ：縦187×横103×高さ345㎜

壁掛け2連9

対応コップ：3oz用
■サイズ：縦100×横100×高さ345㎜

壁掛け１連
（インナーパイプ）

4

対応コップ：5～7oz V用
コード番号：32-975-300
■サイズ：縦120×横140×高さ540㎜

壁掛け１連
（MTC -101 カップディスペンサー）

5

対応リッド：85口径
■サイズ：縦265×横93×高さ345㎜

対応リッド：95口径
■サイズ：縦294×横103×高さ345㎜

壁掛け3連10

その他85口径、95口径の組み合わせ可。
サイズはお問い合わせください。

Cup Dispensers

コップ
ディスペンサー
コップ・蓋を衛生的に保管でき、
手軽にご利用頂けます。

9TOK A N KOGYO Products Catalogue



PS

7oz

9

W81-200M インサートカップ
コード番号：32-402-030
■サイズ：口径80.0×高さ77.0×底径36.2㎜
■満杯容量：215㎖/単重3.9g
■ダンボール：縦485×横345×高さ415㎜/9.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

10

PS

8oz

11

JT78-8OZ ムジ
コード番号：34-403-002
■サイズ：口径78.0×高さ70.2×底径54.0㎜
■満杯容量：217㎖/単重14.2g
■ダンボール：縦345×横345×高さ425㎜/13.0㎏
■入り数：800（50個×16）

PS

9oz

JT78-9OZ ムジ
コード番号：34-404 -013
■サイズ：口径75.0×高さ92.1×底径54.2㎜
■満杯容量：269㎖/単重17.5g
■ダンボール：縦320×横250×高さ610㎜/12.0㎏
■入り数：600（50個×12）

PS

5oz

71
P26

5

N71-150ST ムジ
コード番号：32-671-004
■サイズ：口径70.0×高さ75.2×底径50.0㎜
■満杯容量：193㎖/単重4.3g
■ダンボール：縦646×横351×高さ434㎜/14.0㎏
■入り数：3,000（100個×30）

6

PS

6.5oz

N71-200ST ムジ
コード番号：32-682-001
■サイズ：口径70.6×高さ82.6×底径49.2㎜
■満杯容量：206㎖/単重4.6g
■ダンボール：縦360×横625×高さ445㎜/15.0㎏
■入り数：3,000（100個×30）

PS

7oz

7

N71-215G ムジ
コード番号：32-651-100
■サイズ：口径70.7×高さ90.5×底径46.5㎜
■満杯容量：215㎖/単重4.2g
■ダンボール：縦620×横365×高さ440㎜/13.5㎏
■入り数：3,000（100個×30）

8

PS

3oz

1

N61-100ST ムジ
コード番号：32-658-116
■サイズ：口径62.0×高さ57.4×底径39.0㎜
■満杯容量：103㎖/単重2.6g
■ダンボール：縦326×横321×高さ439㎜/7.5㎏
■入り数：2,500（100個×25）

PS

4oz

2

N71-130G ムジ
コード番号：32-670-010
■サイズ：口径70.0×高さ68.6×底径47.3㎜
■満杯容量：165㎖ /単重3.5g
■ダンボール：縦626×横351×高さ434㎜ /11.5㎏
■入り数：3,000（100個×30）

PS

4oz

3

W71-130G ムジ
コード番号：32-673-006
■サイズ：口径69.7×高さ68.6×底径48.3㎜
■満杯容量：165㎖/単重3.5g
■ダンボール：縦626×横351×高さ434㎜/11.3㎏
■入り数：3,000（100個×30）

4

PP

12oz

77-1
P14

PP76-350STV ムジフクロイレ
コード番号：32-255-200
■サイズ：口径76.5×高さ125.2×底径46.6㎜
■満杯容量：344㎖/単重9.2g
■ダンボール：縦403×横403×高さ598㎜/15.8㎏
■入り数：1,625（65個×25）

PP

9oz

77-1
P14

PP76-275STV ムジフクロイレ
コード番号：32-254 -002
■サイズ：口径76.8×高さ95.0×底径48.1㎜
■満杯容量：266㎖/単重7.2g
■ダンボール：縦403×横403×高さ584㎜/19.0㎏
■入り数：2,500（100個×25）

10 TOK A N KOGYO Products Catalogue

PS, PP Cups

プラストコップ

ポリスチレン（PS）、ポリプロピレン（PP）素材
のプラストコップです。



東罐興業では
竹林保全のため
間引きされた「竹」
を活用しています。

木を切り過ぎると、CO2が吸収されず
地球温暖化が進みます。

植林

日光が当らず荒れた森 間伐され、生き生きした森

Non-Wood Paper Cups

Thinned Wood Paper Cups

原料に木材以外の製紙用パルプ、非木材植物繊維
（Non-Wood Fiber）を使用しています。
新たなエコロジー製品として、世界的にも注目されています。

非木材紙コップについて

非木材
紙コップ

間伐材
紙コップ

間伐とは、森林を元気にする生長に欠かせない手入れであり、
間伐材の使用は、そこから生じた資源を活かすことになります。
近年では環境保全を考えた間伐材の有効活用が注目されています。

間伐材紙コップについて

PS

1

カキゴオリカップ プチフラワーアソート3
コード番号：32-835-092
■サイズ：口径120.1×高さ100.7㎜
■単   重：11.4g
■ダンボール：縦506×横386×高さ509㎜/8.0㎏
■入り数：600（50個×12）

5oz

5

SM-150 ECO-FRIENDLY
コード番号：31-204 -616
■サイズ：口径65.5×高さ73.0×底径46.2㎜
■満杯容量：156㎖/単重3.3g
■ダンボール：縦368×横368×高さ592㎜/11.0㎏
■入り数：3,000（100個×30）

7oz

73
P14

6

SM-205-3 ECO-FRIENDLY
コード番号：31-248-266
■サイズ：口径72.6×高さ79.3×底径51.5㎜
■満杯容量：211㎖/単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜/14.0㎏
■入り数：2,500（100個×25箱）

5oz

2

SM-150
トーカンヒモクザイBB
コード番号：31-204-689
■サイズ：口径65.5×高さ73.0×底径46.2㎜
■満杯容量：156㎖ /単重3.8g
■ダンボール：縦368×横368×高さ592㎜ /12.3㎏
■入り数：3,000（100個×30）

7oz

73
P14

3

SV-205
トーカンヒモクザイBB
コード番号：31-211-939
■サイズ：口径72.6×高さ80.5×底径51.4㎜
■満杯容量：211㎖/単重4.8g
■ダンボール：縦390×横390×高さ591㎜/12.5㎏
■入り数：2,000（80個×25箱）

9oz

77-1
P14

4

SV-275P
トーカンヒモクザイBB
コード番号：31-283-811
■サイズ：口径76.8×高さ92.3×底径52.6㎜
■満杯容量：272㎖/単重5.5g
■ダンボール：縦403×横403×高さ569㎜/17.0㎏
■入り数：2,500（100個×25箱）

Flower
Assort
Petit
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カップ側面の特殊形状により
シロップの底溜りを軽減します

スタックできるのでかさばりません。

非木材紙マーク
非木材紙普及協会が認定するマークで、非木
材を使用した紙製品に使用することにより森
林資源を保全し、地球環境を大切にしようと
いう思いがこめられています。

間伐材紙マーク
「全国森林組合連合会」間伐材マーク事務局が
認定するマークで、使用製品の森林・整備・育成
に対する貢献が認知できます。

受注
生産



PET

14oz

83
P16

9

CP84-400G ムジ
コード番号：32-293-002
■サイズ：口径83.1×高さ121.5×底径56.3㎜
■満杯容量：420㎖/単重10.5g
■ダンボール：縦424×横348×高さ586㎜/11.4㎏
■入り数：1,000（50個×20）

PET

14oz

83
P16

CP84-400G フルーツ
コード番号：32-293-007
■サイズ：口径83.1×高さ121.5×底径56.3㎜
■満杯容量：420㎖/単重10.5g
■ダンボール：縦424×横348×高さ586㎜/11.4㎏
■入り数：1,000（50個×20）

PET

18oz

90-1
P17

10

CP90-545G ムジ
コード番号：32-660 -002
■サイズ：口径89.5×高さ135.8×底径59.3㎜
■満杯容量：542㎖/単重12.0g
■ダンボール：縦454×横364×高さ371㎜/6.8㎏
■入り数：500（25個×20）

PET

12oz

92
P17・18

11

CP92-370 ムジ
コード番号：32-615-005
■サイズ：口径92.0×高さ103.0×底径54.0㎜
■満杯容量：370㎖/単重11.0g
■ダンボール：縦489×横392×高さ559㎜/12.0㎏
■入り数：1,000（50個×20）

12

PET

8oz

78
P15

5

CP78-240 ムジ
コード番号：32-617-001
■サイズ：口径78.0×高さ84.0×底径50.0㎜
■満杯容量：240㎖/単重7.0g
■ダンボール：縦415×横333×高さ529㎜/8.0㎏
■入り数：1,000（50個×20）

PET

10oz

78
P15

6

CP78-300 ムジ
コード番号：32-613-006
■サイズ：口径78.0×高さ103.0×底径51.0㎜
■満杯容量：300㎖/単重9.0g
■ダンボール：縦415×横333×高さ529㎜/10.0㎏
■入り数：1,000（50個×20）

PET

12oz

79-3
P15

7

CP79-340G ムジ
コード番号：32-289-002
■サイズ：口径79.2×高さ120.0×底径49.7㎜
■満杯容量：343㎖/単重9.1g
■ダンボール：縦410×横330×高さ585㎜/10.0㎏
■入り数：1,000（50個×20）

PET

12oz

79-3
P15

8

CP79-340G フルーツ
コード番号：32-289-008
■サイズ：口径79.2×高さ120.0×底径49.7㎜
■満杯容量：343㎖/単重9.1g
■ダンボール：縦410×横330×高さ585㎜/10.0㎏
■入り数：1,000（50個×20）

PET

3oz

1

CP61-100ST ムジ
コード番号：32-658-150
■サイズ：口径62.1×高さ57.4×底径39.0㎜
■満杯容量：103㎖/単重3.3g
■ダンボール：縦316×横316×高さ439㎜/9.5㎏
■入り数：2,500（100個×25）

PET

7oz

72
P14

2

CP72-215ST ムジ
コード番号：32-667-005
■サイズ：口径72.0×高さ90.0×底径46.0㎜
■満杯容量：220㎖/単重6.0g
■ダンボール：縦451×横376×高さ504㎜/10.0㎏
■入り数：1,500（50個×30）

PET

9oz

77-1
P14

3

CP76-275G ムジ
コード番号：32-291-002
■サイズ：口径76.8×高さ92.1×底径51.4㎜
■満杯容量：274㎖/単重5.8g
■ダンボール：縦394×横394×高さ677㎜/15.6㎏
■入り数：2,500（100個×25）

PET

9oz

77-1
P14

4

CP76-275G フルーツ
コード番号：32-291-015
■サイズ：口径76.8×高さ92.1×底径51.4㎜
■満杯容量：274㎖/単重5.8g
■ダンボール：縦394×横394×高さ677㎜/15.6㎏
■入り数：2,500（100個×25）

PET Cups

PETコップ

割れに強く透明感が非常に高い
PET樹脂を使用したプラスチックコップです。

12 TOK A N KOGYO Products Catalogue



ＣＰ92-363 STRIPE SPIRIT
コード番号：32-263-004
■サイズ：口径92.2×高さ100.1×底径54.0㎜
■満杯容量：363㎖/単重9.8g
■ダンボール：縦470×横378×高さ488㎜/10.8㎏
■入り数：1,000（50個×20）

ポリ色 : ナチュラル
JANナンバー：4974625523274

ＣＰ92-438 STRIPE SPIRIT
コード番号：32-264 -003
■サイズ：口径92.2×高さ118.3×底径54.0㎜
■満杯容量：438㎖/単重11.4g
■ダンボール：縦470×横378×高さ508㎜/12.4㎏
■入り数：1,000（50個×20）

ポリ色 : ライトグリーン
JANナンバー：4974625523281

ＣＰ92-520 STRIPE SPIRIT
コード番号：32-265-004
■サイズ：口径92.2×高さ131.0×底径59.0㎜
■満杯容量：520㎖/単重13.0g
■ダンボール：縦470×横378×高さ538㎜/14.0㎏
■入り数：1,000（50個×20）

ポリ色 : ブルー
JANナンバー：4974625523298

92.2

13
1

（mm）92.2

11
8.

3

（mm）92.2

10
0.

1

（mm）

ポリ色 : ナチュラル
JANナンバー：４９７４６２５５２３３８０

CP92-F（S）
PETキョウツウリッド
コード番号：32-770 -104 
■嵌合径：92.2㎜　■単重：2.5g　
■ダンボール：縦506×横436×高さ419㎜/6.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

ポリ色 : ナチュラル
JANナンバー：４９７４６２５５２３３９７

CP92-F（S）
PETドームリッドアナアキ
コード番号：32-770 -105 
■嵌合径：92.3㎜　■単重：3.3g　
■ダンボール：縦506×横476×高さ414㎜/7.6㎏
■入り数：2,000（100個×20）

ＣＰ92-F(S)シリーズ
※類似規格ＣＰ92-Fは使用できません

専用
共通蓋

52
0

43
8

36
3

使用イメージ

363
438
520

◎ポリ袋JANコード印刷入

色分け

ポリ袋入

PET

14oz

92
P17・18

CP92-420 ムジ
コード番号：32-614 -010
■サイズ：口径92.0×高さ114.0×底径57.0㎜
■満杯容量：420㎖/単重12.0g
■ダンボール：縦489×横392×高さ559㎜/13.0㎏
■入り数：1,000（50個×20）

PET

24oz

9

10

CP100-720 ムジ
コード番号：32-618-002
■サイズ：口径100.0×高さ150.0×底径66.0㎜
■満杯容量：720㎖/単重17.0g
■ダンボール：縦516×横416×高さ444㎜/11.0㎏
■入り数：600（30個×20）

PET

14oz

98-1
P18

5

CP98-415 ハワイアンドリーム
コード番号：32-294 -014
■サイズ：口径98.1×高さ108.8×底径53.8㎜
■満杯容量：420㎖/単重12.0g
■ダンボール：縦495×横397×高さ550㎜/13.0㎏
■入り数：1,000（50個×20）

PET

14oz

98-1
P18

6

CP98-415 パームツリー
コード番号：32-294 -015
■サイズ：口径98.1×高さ108.8×底径53.8㎜
■満杯容量：420㎖/単重12.0g
■ダンボール：縦495×横397×高さ550㎜/13.0㎏
■入り数：1,000（50個×20）

PET

18oz

98-1
P18

7

CP98-520 ムジ
コード番号：32-295-002 / 32-621-002
■サイズ：口径98.1×高さ122.8×底径58.4㎜
■満杯容量：520㎖/単重13.0g
■ダンボール：縦495×横397×高さ570㎜/14.1㎏
■入り数：1,000（50個×20）

PET

20oz

98-1
P18

8

CP98-600 ムジ
コード番号：32-622-110
■サイズ：口径98.5×高さ137.0×底径58.4㎜
■満杯容量：605㎖/単重14.0g
■ダンボール：縦495×横397×高さ580㎜/15.1㎏
■入り数：1,000（50個×20）

PET

18oz

92
P17・18

1

CP92-510 ムジ
コード番号：32 -693-006
■サイズ：口径92.0×高さ131.0×底径58.0㎜
■満杯容量：510㎖/単重14.5g
■ダンボール：縦489×横392×高さ559㎜/16.0㎏
■入り数：1,000（50個×20）

PET

12oz

98-1
P18

2

CP98-370 ムジ
コード番号：32-298-002
■サイズ：口径98.0×高さ99.8×底径53.8㎜
■満杯容量：384㎖/単重9.6g
■ダンボール：縦495×横397×高さ550㎜/11.1㎏
■入り数：1,000（50個×20）

PET

14oz

98-1
P18

3

CP98-415 ムジ
コード番号：32-294 -902 / 32-635 -002
■サイズ：口径98.1×高さ108.8×底径53.8㎜
■満杯容量：420㎖/単重12.0g
■ダンボール：縦495×横397×高さ550㎜/13.0㎏
■入り数：1,000（50個×20）

PET

14oz

98-1
P18

4

CP98-415 コンフォート
コード番号：32-294 -034
■サイズ：口径98.1×高さ108.8×底径53.8㎜
■満杯容量：420㎖/単重12.0g
■ダンボール：縦495×横397×高さ550㎜/13.0㎏
■入り数：1,000（50個×20）

PET Cups
ストライプスピリット

13TOK A N KOGYO Products Catalogue



77口径
-1

●対応容器
・SCV-275P
・SCV-350P
・C76-275STV
・C76-350STV 
・CP76 -275G

PS

SM-205-F
PSムジエアーアナアキ
コード番号：32-701-001
■嵌合径：72.8㎜　■単重：1.3g　
■ダンボール：縦476×横406×高さ309㎜/3.6㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PS

4

SM-205D-F
ドリンキングリッド
コード番号：32-741-001
■嵌合径：72.8㎜　■単重：2.0g　
■ダンボール：縦536×横396×高さ319㎜/5.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

5

PS

75口径

●対応容器
・SMP-210E

PS

SMP-235-F
リフトアップリッド
コード番号：32-701-015
■嵌合径：72.6㎜　■単重：1.8g　
■ダンボール：縦406×横236×高さ534㎜/2.7㎏
■入り数：1,500（100個×15）

6

SMP-210E-F
Dリッド100ポリPSW
コード番号：32-731-005
■嵌合径：75.6㎜　■単重：2.3g　
■ダンボール：縦556×横491×高さ409㎜/8.0㎏
■入り数：3,000（100個×30）

PS

8

SMP-210E-F
ドリンキングリッドハリアナPSW
コード番号：32-731-002
■嵌合径：75.4㎜　■単重：2.3g　
■ダンボール：縦556×横491×高さ409㎜/8.0㎏
■入り数：3,000（100個×30）

PS

7

SMP-210E-LF
リフトアップリッド
コード番号：32-731-012
■嵌合径：75.3㎜　■単重：2.1g　
■ダンボール：縦596×横491×高さ409㎜/7.5㎏
■入り数：3,000（100個×30）

PS

9

SC-275-F PS（N）×アナ
コード番号：32-704 -029
■嵌合径：76.5㎜　■単重：1.4g　
■ダンボール：縦516×横426×高さ409㎜/4.5㎏
■入り数：2,500（100個×25）

10 11

SCM-275-F PET×アナ
コード番号：32-704 -100
■嵌合径：76.4㎜　■単重：1.7g　
■ダンボール：縦446×横416×高さ419㎜/5.3㎏
■入り数：2,500（100個×25）

PET

12

S-275-F
ドリンキングリッド
コード番号：32-704 -028
■嵌合径：77.1㎜　■単重：2.2g　
■ダンボール：縦496×横401×高さ329㎜/5.5㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PS

1

SMT-90-F PSN×アナフタ

PS

コード番号：32-745-002
■嵌合径：69.3㎜　■単重：1.1g　
■ダンボール：縦386×横386×高さ439㎜/3.7㎏
■入り数：2,500（100個×25）

69口径

●対応容器
・SMT-90

PET

2

CP72-F ドームフタアナナシ
コード番号：32-772-001
■嵌合径：72.0㎜　■単重：1.5g　
■ダンボール：縦455×横455×高さ505㎜/6.0㎏
■入り数：3,000（100個×30）

72口径

●対応容器
・CP72 -215ST

3

PS

SM-205-F
PSムジUアナ
コード番号：32-701-039
■嵌合径：72.8㎜　■単重：1.4g　
■ダンボール：縦476×横406×高さ309㎜/4.0㎏
■入り数：2,000（50個×40）

73口径

●対応容器
・SM-205
・SM-205-3
・SV-205
・SV-235
・SM-205D
・SV-228D

77口径
-2

●対応容器
・SM-275D 
・SV-275D
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Plastic Lids
（for Beverage Cups）

プラスチックリッド（飲料向）
・紙コップ
・プラストコップ
・PET樹脂コップ 対応



PS

3

SM-275-F
PSCドリンキングリッド×アナ
コード番号：32-704 -109
■嵌合径：76.3㎜　■単重：2.3g　
■ダンボール：縦496×横401×高さ329㎜/5.5㎏
■入り数：2,000（100個×20）

5

CP78-F
PETリッドストローアナ
コード番号：32-771-003
■嵌合径：78.0㎜　■単重：1.6g　
■ダンボール：縦426×横342×高さ529㎜/5.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PS

2

SV-275-DF
自販機用ドリンキングリッド
コード番号：32-704 -003
■嵌合径：77.0㎜　■単重：2.1g　
■ダンボール：縦550×横380×高さ529㎜/6.3㎏
■入り数：2,520(105個×24)

PS

1

SM-275D-F 9OZ断熱用
コード番号：32-704 -018
■嵌合径：76.3㎜　■単重：1.4g　
■ダンボール：縦411×横346×高さ579㎜/4.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

7

CP78-F
ドームフタアナナシ
コード番号：32-771-008
■嵌合径：77.7㎜　■単重：2.2g　
■ダンボール：縦426×横342×高さ529㎜/6.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PS

8

SCM-320-F PSムジ×アナ
コード番号：32-715-004
■嵌合径：79.0㎜　■単重：1.4g　
■ダンボール：縦506×横416×高さ349㎜/4.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PS

11

SMP-260E-LF
リフトアップリッド
コード番号：32-725-034
■嵌合径：78.9㎜　■単重：2.5g　
■ダンボール：縦641×横496×高さ434㎜/8.5㎏
■入り数：3,000（50個×60）

PS

13

SMP-260E-LF-2
リフトアップリッドシロ
コード番号：32-725-068
■嵌合径：78.9㎜　■単重：2.5g　
■ダンボール：縦641×横496×高さ434㎜/8.5㎏
■入り数：3,000（50個×60）

PS

9

SMP-260E-F
ドリンキングリッド
コード番号：32-725-050
■嵌合径：78.9㎜　■単重：2.5g　
■ダンボール：縦596×横506×高さ434㎜/8.5㎏
■入り数：3,000（50個×60）

PS

10

SMP-260E-F
ドリンキングリッドハリアナPSW
コード番号：32-725-004
■嵌合径：78.9㎜　■単重：2.5g　
■ダンボール：縦596×横506×高さ434㎜/8.5㎏
■入り数：3,000（100個×30）

PS

12

SMP-260E-LF
リフトアップリッド黒
コード番号：32-725-066
■嵌合径：78.9㎜　■単重：2.4g　
■ダンボール：縦641×横496×高さ434㎜/8.6㎏
■入り数：3,000（50個×60）

PET

15

79-F
PETドーム×アナフタ（100＊20）
コード番号：32-503-056
■嵌合径：78.9㎜　■単重：2.0g　
■ダンボール：縦480×横335×高さ425㎜/4.9㎏
■入り数：2,000（100個×20）

14

79-F
PET×アナ（100＊20）
コード番号：32-503-100
■嵌合径：78.9㎜　■単重：1.9g　
■ダンボール：縦446×横343×高さ430㎜/4.4㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PET PET

PET

6

CP78-F
ドームフタアナアキ
コード番号：32-771-009
■嵌合径：77.7㎜　■単重：2.2g　
■ダンボール：縦426×横342×高さ529㎜/6.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PET

78口径

●対応容器
・CP78-240
・CP78-300

79口径
-1

●対応容器
・SCM-320PP

79口径
-2

●対応容器
・SMP-260E
・SINC-260S

79口径
-3

●対応容器
・CP79 -340G
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PET

79-F
PETドームフタ（100＊20）
コード番号：32-503-057
■嵌合径：79.0㎜　■単重：2.0g　
■ダンボール：縦480×横335×高さ425㎜/4.9㎏
■入り数：2,000（100個×20）

16

4

SM-275-D
リフトアップリッド
コード番号：32-704 -202
■嵌合径：76.3㎜　■単重：2.5g　
■ダンボール：縦631×横481×高さ424㎜/9.0㎏
■入り数：3,000（50個×60）

PS



PET

3

SMT-280-F
PSWドリンキングリッド

8

SC-360-F PS（N）×アナ
コード番号：32-705-017
■嵌合径：80.6㎜　■単重：1.4g　
■ダンボール：縦600×横442×高さ345㎜/4.2㎏
■入り数：2,800（100個×28）

PS

9

SC-360-F PS（C）×アナ
コード番号：32-705-016
■嵌合径：80.6㎜　■単重：1.46g　
■ダンボール：縦442×横432×高さ344㎜/2.9㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PS

10

SC-400-F PS（N）×アナ
コード番号：32-706-019
■嵌合径：83.4㎜　■単重：1.5g　
■ダンボール：縦625×横460×高さ355㎜/5.2㎏
■入り数：2,800（100個×28）

PS

11

SC-400-F PET×アナ
コード番号：32-706-100
■嵌合径：83.0㎜　■単重：2.0g　
■ダンボール：縦440×横460×高さ360㎜/5.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PS

13

SMT-400-F
PSドリンキングリッド黒
コード番号：32-743-010
■嵌合径：84.6㎜　■単重：2.8g　
■ダンボール：縦641×横446×高さ364㎜/6.5㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PS

15

SMT-400-LF
リフトアップリッド
コード番号：32-743-015
■嵌合径：84.6㎜　■単重：2.4g　
■ダンボール：縦626×横451×高さ369㎜/6.3㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PS

7

SMT-280-F
オクトパスリッド
コード番号：32-742-013
■嵌合径：79.6㎜　■単重：4.0g　
■ダンボール：縦620×横440×高さ345㎜/8.5㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PS

6

SMT-280-LF
リフトアップリッド
コード番号：32-742-020
■嵌合径：79.6㎜　■単重：2.2g　
■ダンボール：縦581×横431×高さ349㎜/5.9㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PSPS

4

SMT-280-F
PSドリンキングリッド黒
コード番号：32-742-011
■嵌合径：79.6㎜　■単重：2.4g　
■ダンボール：縦596×横436×高さ349㎜/6.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

コード番号： 32-742-003
■嵌合径：79.6㎜　■単重：2.4g　
■ダンボール：縦596×横436×高さ349㎜/6.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

5

SMT-280-F
PSWドリンキングハリアナ

PS

コード番号： 32-742-002
■嵌合径：79.6㎜　■単重：2.4g　
■ダンボール：縦596×横436×高さ349㎜/6.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

SM-250D-F
HIPSドリンキングリッド（100＊20）
コード番号：32-702-101
■嵌合径：79.7㎜　■単重：2.5g　
■ダンボール：縦596×横421×高さ339㎜/6.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PSPS

2

SM-250D-F
PSダンネツリッド
コード番号：32-702-050
■嵌合径：80.0㎜　■単重：1.5g　
■ダンボール：縦516×横431×高さ519㎜/6.0㎏
■入り数：3,000（100個×30）

PS

12

SMT-400-F
PSWドリンキングリッド
コード番号：32-743-001
■嵌合径：84.6㎜　■単重：2.8g　
■ダンボール：縦641×横446×高さ364㎜/6.5㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PS

14

SMT-400 
PSWドリングハリアナ
コード番号：32-743-004
■嵌合径：84.6㎜　■単重：2.8g　
■ダンボール：縦641×横446×高さ364㎜/6.5㎏
■入り数：2,000（100個×20）

81口径

●対応容器
・SCM-360P

83口径

●対応容器
・SCM-400PP
・CP84-400G

84口径

●対応容器
・SMT- 400

80口径
-1

●対応容器
・SM-250D
・SMP- 250E 80口径

-2

●対応容器
・SMT-280

1

16 TOK A N KOGYO Products Catalogue

受注
生産

受注
生産

受注
生産



1

SMT-400-F
PSC×アナ（透明）
コード番号：32-743-002
■嵌合径：84.6㎜　■単重：2.8g　
■ダンボール：縦641×横446×高さ364㎜/6.5㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PS PS

3

SMP-340E-LF
リフトアップリッド
コード番号：32-732-025
■嵌合径：84.8㎜　■単重：2.9g　
■ダンボール：縦626×横451×高さ454㎜/8.5㎏
■入り数：2,500（50個×50）

PS

5

SMP-340E-LF-2
リフトアップリッドシロ
コード番号：32-732-065
■嵌合径：84.8㎜　■単重：2.9g　
■ダンボール：縦626×横451×高さ454㎜/8.5㎏
■入り数：2,500（50個×50）

PS

2

SMP-340E-F
ドリンキングリッド
コード番号：32-732-050
■嵌合径：84.8㎜　■単重：2.9g　
■ダンボール：縦611×横451×高さ454㎜/8.5㎏
■入り数：2,500（50個×50）

PS

7

SMP-420E-LF
リフトアップリッド
コード番号：32-726-012
■嵌合径：89.0㎜　■単重：3.0g　
■ダンボール：縦641×横486×高さ489㎜/8.5㎏
■入り数：2,500（50個×50）

PS

6

SMP-420E-F
ドリンキングリッド
コード番号：32-726-020
■嵌合径：89.2㎜　■単重：3.1g　
■ダンボール：縦596×横486×高さ489㎜/9.0㎏
■入り数：2,500（50個×50）

PS

4

SMP-340E-LF
リフトアップリッド黒
コード番号：32-732-071
■嵌合径：84.8㎜　■単重：2.9g　
■ダンボール：縦626×横451×高さ454㎜/8.5㎏
■入り数：2,500（50個×50）

PS

9

SC-545-F PS（N）×アナ
コード番号：32-707-015
■嵌合径：89.0㎜　■単重：1.7g　
■ダンボール：縦436×横386×高さ489㎜/4.5㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PS

11

オムニバスフタ 小
コード番号：32-835-060
■嵌合径：89.6㎜　■単重：3.4g　
■ダンボール：縦465×横375×高さ275㎜/3.9㎏
■入り数：1,000（100個×10）

PS

12

オムニバスフタ 大
コード番号：32-835-038
■嵌合径：89.6㎜　■単重：4.0g　
■ダンボール：縦400×横510×高さ320㎜/7.2㎏
■入り数：1,500（100個×15）

PET

10

SC-545-F PET×アナ
コード番号：32-707-100
■嵌合径：88.8㎜　■単重：2.2g　
■ダンボール：縦436×横386×高さ489㎜/5.5㎏
■入り数：2,000（100個×20）

85口径

●対応容器
・SMP-340E
・SINC-340S

89口径

90口径
-1

●対応容器
・SCM-480PP-2
・SCM-545PP
・SCM-600PP-3
・SCM-660PP
・CP90-545G

PS

13

SMT-520-F
PSWドリンキングリッド
コード番号：32-744 -002
■嵌合径：89.8㎜　■単重：3.1g　
■ダンボール：縦641×横476×高さ389㎜/7.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

90口径
-2

●対応容器
・SMT-520
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PS

8

SM-401D
リフトアップリッド
コード番号：32-750 -001
■嵌合径：88.9㎜　■単重：3.0g　
■ダンボール：縦641×横471×高さ479㎜/9.3㎏
■入り数：2,500（50個×50）

●対応容器
SMP-420E

●対応容器
SM-401D

●対応容器
SMP-420E

PS

14

SMT-520-F
PSドリンキングリッド黒
コード番号：32-744 -010
■嵌合径：89.7㎜　■単重：3.0g　
■ダンボール：縦641×横476×高さ389㎜/7.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PS

15

SMT-520-LF
リフトアップリッド
コード番号：32-744 -015
■嵌合径：89.7㎜　■単重：3.0g　
■ダンボール：縦631×横476×高さ389㎜/7.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）



PS

4

SMP-500E-LF
リフトアップリッド
コード番号：32-729-005
■嵌合径：93.0㎜　■単重：3.3g　
■ダンボール：縦616×横491×高さ409㎜/8.0㎏
■入り数：2,000（50個×40）

PET

5

CP98-F
PETキョウツウリッド（100＊20）
コード番号：32-751-001
■嵌合径：98.2㎜　■単重：2.8g　
■ダンボール：縦517×横433×高さ428㎜/7.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PET

6

CP98-F
ドームフタアナアキ
コード番号：32-751-003
■嵌合径：98.2㎜　■単重：4.3g　
■ダンボール：縦640×横517×高さ428㎜/9.8㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PET

7

CP98-F
ドームフタアナナシ
コード番号：32-751-002
■嵌合径：98.2㎜　■単重：4.5g　
■ダンボール：縦640×横517×高さ428㎜/10.2㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PET

3

CP92-F
ドームフタアナナシ
コード番号：32-770 -004
■嵌合径：92.3㎜　■単重：3.2g　
■ダンボール：縦490×横205×高さ550㎜/4.0㎏
■入り数：1,000（100個×10）

PET

2

CP92-F
ドームフタアナアキ
コード番号：32-770 -003
■嵌合径：92.3㎜　■単重：3.2g　
■ダンボール：縦490×横205×高さ550㎜/4.0㎏
■入り数：1,000（100個×10）

PS

8

リッドキャップ マドラー
コード番号：32-816-013
■サイズ：106㎜　■単重：1.4g　
■ダンボール：縦580×横360×高さ360㎜/14.8㎏
■入り数：10,000（500本×20袋）
■個包装：バラ

紙

10

紙ナイフ
コード番号：―
■サイズ：90㎜　■単重：1.2g　
■ダンボール：縦395×横315×高さ265㎜/13㎏
■入り数：10,000本（8連×50シート紙帯×25束）
■個包装：単袋入り（8連）

紙

9

紙スプーンSS
クローバーPE包装
コード番号：31-902-353
■サイズ：94㎜　■単重：0.7g　
■ダンボール：縦590×横351×高さ341㎜/17.5㎏
■入り数：25,000（10本×50枚×50）
■個包装：単袋入り（10連）

98口径
-1

●対応容器
・CP98-370 
・CP98-415
・CP98-520
・CP98-60093口径

●対応容器
・SMP-500E
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（マドラー、紙スプーン、カップホルダー）

アクセサリー

PET

1

CP92-F
PETリッドストローアナ
コード番号：32-770 -002 
■嵌合径：92.2㎜　■単重：2.2g　
■ダンボール：縦490×横205×高さ505㎜/4.0㎏
■入り数：1,000（100個×10）

92口径

●対応容器
・CP92-370
・CP92-420
・CP92-510

Accessories for Café  （Stirrers / Muddlers）



紙

5

紙マドラー未晒110mm 
コード番号：31-903-346
■サイズ：110㎜　■単重：0.5g　
■ダンボール：縦415×横265×高さ270㎜/11.0㎏
■入り数：21,000（210本×100）
■個包装：バラ

紙

6

紙マドラー未晒140mm
コード番号：31-903-347
■サイズ：140㎜　■単重：0.7g　
■ダンボール：縦395×横315×高さ265㎜/16.0㎏
■入り数：21,000（210本×100）
■個包装：バラ

紙

4

紙マドラー未晒95mm
コード番号：31-903-345
■サイズ：95㎜　■単重：0.4g　
■ダンボール：縦415×横265×高さ270㎜/9.0㎏
■入り数：21,000（210本×100）
■個包装：バラ

PP

8

HM-10 ブラック
コード番号：32-817-007
■単重：24.6g　
■ダンボール：縦388×横322×高さ480㎜/5.68㎏
■入り数：200（10個×20）

紙

7

紙スプーンSS
クローバー紙包装
コード番号：31-902-822
■サイズ：94㎜　■単重：0.7g　
■ダンボール：縦537×横412×高さ322㎜/14㎏
■入り数：20,000（10本×50枚×40）
■個包装：単袋入り（10連）

PP

9

HM-10 ニューブラウン
コード番号：32-817-027
■単重：24.6g　
■ダンボール：縦388×横322×高さ480㎜/5.68㎏
■入り数：200（10個×20）

PP

10

カップホルダー チャ
コード番号：34-933-062
■単重：12.7g　
■ダンボール：縦708×横405×高さ308㎜/3.5㎏
■入り数：200（5個×40）

PP

11

マルチカップホルダー クロムジ
コード番号：32-817-078
■単重：11.2g　
■ダンボール：縦365×横285×高さ400㎜/2.7㎏
■入り数：200（10個×20）

1 2

オボスPETカップ 200ml
コード番号：34-933-043
■サイズ：口径55.0×高さ70.0×底径45.0㎜
■満杯容量：200㎖/単重15.6g
■ダンボール：縦440×横300×高さ250㎜/2.7㎏
■入り数：72（4個×18）

オボスPETカップ 350ml
コード番号：34-933-044
■サイズ：口径63.0×高さ90.0×底径50.0㎜
■満杯容量：350㎖/単重24.6g
■ダンボール：縦500×横330×高さ300㎜/3.8㎏
■入り数：72（4個×18）

PET PET

3

オボスPETカップ 550ml
コード番号：34-933-045
■サイズ：口径65.0×高さ110.0×底径52.0㎜
■満杯容量：550㎖/単重33.6g
■ダンボール：縦560×横380×高さ370㎜/5.0㎏
■入り数：72（4個×18）

PET
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軽く扱いやすい、柔らかく
割れにくいPET樹脂カップです。

O V O S  P E T  C u ps

オボス
PETカップ

割れにくい

持ちやすい



71
P26

紙71
P28

2

PC-60F ムジ 両面PE
コード番号：31-314 -006
■サイズ：口径70.1×高さ39.4×底径56.5㎜
■満杯容量：91㎖/単重4.1g
■ダンボール：縦586×横452×高さ329㎜/9.4㎏
■入り数：2,000 ※大袋入り

71
P26

紙71
P28

3

PC-80F ムジ 両面PE
コード番号：31-322-038
■サイズ：口径70.2×高さ43.4×底径55.3㎜
■満杯容量：104㎖/単重4.2g
■ダンボール：縦456×横326×高さ409㎜/7.1㎏
■入り数：1,500 ※大袋入り

71
P26

紙71
P28

4

PC-80F-4 ムジ 両面PE
コード番号：31-340 -021
■サイズ：口径70.0×高さ51.5×底径53.0㎜
■満杯容量：121㎖/単重5.6g
■ダンボール：縦586×横425×高さ327㎜/12.4㎏
■入り数：2,000 ※大袋入り

71
P26

紙71
P28

6

PC-100F ムジ 両面PE
コード番号：31-302-051
■サイズ：口径70.3×高さ55.0×底径53.2㎜
■満杯容量：132㎖/単重5.8g
■ダンボール：縦581×横421×高さ339㎜/12.6㎏
■入り数：2,000 ※大袋入り

71
P26

紙71
P28

7

PC-100F
パティシエブルー 両面PE
コード番号：31-302-443
■サイズ：口径70.3×高さ55.0×底径53.2㎜
■満杯容量：132㎖/単重5.8g
■ダンボール：縦581×横421×高さ339㎜/12.6㎏
■入り数：2,000 ※大袋入り

71
P26

紙71
P28

8

PC-100F
パティシエレッド 両面PE
コード番号：31-302-442
■サイズ：口径70.3×高さ55.0×底径53.2㎜
■満杯容量：132㎖/単重5.8g
■ダンボール：縦581×横421×高さ339㎜/12.6㎏
■入り数：2,000 ※大袋入り

9

71
P26

紙71
P28

1

PC-30F ムジ 両面PE
コード番号：31-364 -031
■サイズ：口径70.0×高さ28.0×底径58.8㎜
■満杯容量：65㎖/単重3.3g
■ダンボール：縦456×横326×高さ424㎜/6.9㎏
■入り数：1,800 ※大袋入り
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Paper Containers

両面ラミ紙容器

アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ
各種食材に適した紙容器です。

※大袋入り表記の無いものは小袋入りとなります。

71
P26

紙71
P28

5

PC-90F ムジ 両面PE
コード番号：31-311-005
■サイズ：口径70.5×高さ55.7×底径49.2㎜
■満杯容量：126㎖/単重5.9g
■ダンボール：縦586×横471×高さ329㎜/12.9㎏
■入り数：2,000 ※大袋入り

PC-110F ムジ 
コード番号：31-306-478
■サイズ：口径70.5×高さ62.9×底径49.2㎜
■満杯容量：141㎖/単重6.1g
■ダンボール：縦500×横450×高さ320㎜/10.3 ㎏
■入り数：1,500 ※大袋入り
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PI -240N ムジ 片面PE
コード番号：31-418-101 / 31-418-119
■サイズ：口径97.6×高さ59.5×底径79.2㎜
■満杯容量：293㎖/単重9.1g
■ダンボール：縦592×横400×高さ544㎜/11.9㎏
■入り数：1,200 ※大袋入り（1,200（50個×24））

97-1
P27

紙97
P28
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紙97
P28
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紙97
P28
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PC-240N ムジ 両面PE
コード番号：31-419-133 / 31-419-143
■サイズ：口径97.6×高さ59.5×底径79.2㎜
■満杯容量：293㎖/単重9.3g
■ダンボール：縦592×横400×高さ544㎜/12.0㎏
■入り数：1,200 ※大袋入り（1,200（50個×24））

7

PC-240N
デリカラインアソート2（小袋入り）
コード番号：31-419-125
■サイズ：口径97.0×高さ59.5×底径79.2㎜
■満杯容量：293㎖/単重9.3g
■ダンボール：縦592×横400×高さ544㎜/12.0㎏
■入り数：1,200（50個×24）

1

PI -120T ムジ 片面PE
コード番号：31-104 -001
■サイズ：口径74.2×高さ51.2×底径59.2㎜
■満杯容量：146㎖/単重4.5g
■ダンボール：縦466×横376×高さ424㎜/7.6㎏
■入り数：1,500 ※大袋入り

2

PC-120-2 ムジ（小袋入り）
コード番号：31-329-073
■サイズ：口径79.0×高さ58.0×底径59.6㎜
■満杯容量：174㎖/単重5.3g
■ダンボール：縦397×横317×高さ570㎜/6.2㎏
■入り数：1,000（40個×25）

3

PC-130F-3 ムジ 両面PE
コード番号：31-362-020
■サイズ：口径70.3×高さ67.5×底径49.0㎜
■満杯容量：150㎖/単重6.4g
■ダンボール：縦586×横451×高さ324㎜/11.7㎏
■入り数：1,600 ※大袋入り

8

PC-395 ムジ 両面PE
コード番号：31-413-102
■サイズ：口径97.4×高さ78.5×底径78.8㎜
■満杯容量：396㎖/単重12.0g
■ダンボール：縦536×横446×高さ499㎜/13.2㎏
■入り数：1,000（40個×25）

9 11 12

PC-395
デリカラインアソート２ 両面PE（小袋入り）
コード番号：31-413-106
■サイズ：口径97.4×高さ78.5×底径78.8㎜
■満杯容量：396㎖/単重12.0g
■ダンボール：縦536×横446×高さ499㎜/13.2㎏
■入り数：1,000（40個×25）

10

SI -500T ムジ 両面PE
コード番号：31-476-001
■サイズ：口径97.2×高さ100.0×底径74.3㎜
■満杯容量：483㎖/単重15.0g
■ダンボール：縦546×横361×高さ566㎜/13.3㎏
■入り数：800 ※大袋入り
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88
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PC-170 ムジ丸カール 両面PE
コード番号：31-307-020
■サイズ：口径86.5×高さ63.0×底径63.8㎜
■満杯容量：220㎖/単重8.4g
■ダンボール：縦571×横400×高さ529㎜/11.2㎏
■入り数：1,200 ※大袋入り

PC-170F ムジ小袋入り 両面PE
コード番号：31-307-303
■サイズ：口径87.7×高さ63.0×底径63.8㎜
■満杯容量：220㎖/単重8.4g
■ダンボール：縦571×横400×高さ529㎜/11.2㎏
■入り数：1,200（40個×30）

6

88
P26

PC-190F ムジ 
コード番号：31-361-301
■サイズ：口径87.7×高さ53.0×底径66.5㎜
■満杯容量：192㎖/単重7.7g
■ダンボール：縦575×横435×高さ405㎜/10.5㎏
■入り数：1,200 ※大袋入り
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PC-240N トーカンスープカップS
コード番号：31-419-109
■サイズ：口径97.6×高さ59.5×底径79.2㎜
■満杯容量：293㎖/単重9.3g
■ダンボール：縦592×横400×高さ544㎜/12.2㎏
■入り数：1,200（50個×24）

5

PC-395 トーカンスープカップM
コード番号：31-413-101
■サイズ：口径97.4×高さ78.5×底径78.8㎜
■満杯容量：396㎖/単重12.0g
■ダンボール：縦536×横446×高さ499㎜/12.0㎏
■入り数：1,000（40個×25）

PC-500T トーカンスープカップL
コード番号：31-476-052
■サイズ：口径97.2×高さ100.0×底径74.3㎜
■満杯容量：483㎖/単重15.0g
■ダンボール：縦546×横361×高さ569㎜/13.3㎏
■入り数：800（40個×20）

97-1
P27

紙97
P28

97-1
P27

紙97
P28

97-1
P27

紙97
P28

6

QKバッグ 500ml
コード番号：31-921-001
■サイズ：天面（96×96）×高さ80×底面（70×70）㎜
■容量：550㎖/単量19.0g　
■ダンボール：縦766×横390×高さ322㎜/10.5㎏
■入り数：450（50個×9）

紙122
P29

1

SI -500S ムジ 両面PE
コード番号：31-474 -052
■サイズ：口径122.0×高さ64.8×底径104.8㎜
■満杯容量：526㎖/単重16.2g
■ダンボール：縦620×横381×高さ579㎜/13.5㎏
■入り数：750 ※大袋入り

116
P27

2

SI -1000T ムジ 両面PE
コード番号：31-475-001
■サイズ：口径116.4×高さ132.0×底径92.3㎜
■満杯容量：960㎖/単重24.0g
■ダンボール：縦654×横429×高さ559㎜/15.7㎏
■入り数：600 ※大袋入り

・電子レンジ使用可能
・耐油・耐水構造
  マイクロフルート紙容器

QKバッグ

QK Bags

SC-240N 
コード番号：31-491-002
■サイズ：口径97.5×高さ59.5×底径79.1㎜
■満杯容量：293㎖/単重8.5g
■ダンボール：縦592×横400×高さ545㎜/11.4㎏
■入り数：1,200 ※大袋入り

食べきりサイズの焼成可能な紙容器

シフォン ブラン7
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ダストボックスB型（8穴）
コード番号：31-903-195
■サイズ：幅580×高さ850×奥行300㎜
■重量：23㎏

■最大回収可能紙コップ数の目安

■飲み残しドリンク回収容量

飲み残し回収バケツ/満杯3ℓ

■回収の仕方
ハンドル落下方式
・前扉を開け、ハンドルを手前に引くと、紙コッ
プはすべてポリ袋の中に回収されます。
・ハンドルを引いて紙コップを回収するごとに、
新しいポリ袋をセットする事をおすすめし
ます。
・ポリ袋が紙コップで満杯になる前に、こまめに
捨ててください。（満杯になってあふれ出すこ
とがないように御注意ください。）

SM-140
SM-150
SV-205
SCV-275P
SCV-350P

1,300個（650個×2段）
1,300個（650個×2段）
1,000個（500個×2段）
1,300個（650個×2段）
1,200個（600個×2段）

紙コップ規格 紙コップ数
（上部収納部＋下部ポリ袋部）

ダストボックスB型（10穴）
コード番号：31-903-249
■サイズ：幅580×高さ850×奥行300㎜
■重量：23㎏

■最大回収可能紙コップ数の目安

SM-140
SM-150
SV-205
SCV-275P
SCV-350P

1,300個（650個×2段）
1,300個（650個×2段）
1,000個（500個×2段）
1,300個（650個×2段）
1,200個（600個×2段）

紙コップ規格 紙コップ数
（上部収納部＋下部ポリ袋部）

■回収の仕方
ハンドル落下方式
・前扉を開け、ハンドルを手前に引くと、紙コッ
プはすべてポリ袋の中に回収されます。
・ハンドルを引いて紙コップを回収するごとに、
新しいポリ袋をセットする事をおすすめし
ます。

2

4 専用水捨てボックス
コード番号：31-903-271
■サイズ：幅440×高さ850×奥行300㎜
■重量：17.5㎏

■飲み残しドリンク回収容量

飲み残し回収バケツ/満杯30ℓ

■回収の仕方
・時々前扉を開け、満杯になってあふれ出す
ことがないように、回収量をチェックしてく
ださい。
・飲み残しのドリンク類は、回収量がバケツ半
分強（15ℓ～20ℓ）に達したら、こまめに捨て
ることをおすすめします。また、長期間放置し
ますと、悪臭の原因となることがあります。

※B型（10穴）とセットで設置する事をお勧め
します。
※自販機コーナーに設置すれば、缶飲料その
他の飲み残しドリンクの回収に効果を発揮し
ます。

1 ダストボックスA型（3穴）
コード番号：31-903-194
■サイズ：幅400×高さ850×奥行400㎜
■重量：16㎏

■最大回収可能紙コップ数の目安

■飲み残しドリンク回収容量

SV-205
SCV-275P
SCV-350P

650個
620個
480個

紙コップ規格 紙コップ数

飲み残し回収バケツ/満杯3ℓ

■回収の仕方
自動落下方式
・穴の中にたまった紙コップは、一定の量になる
と、自動的にポリ袋の中に回収されます。

・ポリ袋が紙コップで満杯になる前に、こまめに
捨ててください。（満杯になってあふれ出すこ
とがないように御注意ください。）

※SM-140、SM-150は使用できません。

3

Recycling Box 
for Paper Cups

紙コップ専用
回収ボックス
紙コップ専用回収ボックスを使用すると、
ランダムの場合に比べ約1／5の体積で回収できます。
メンテナンスも簡単で、スマートに紙コップを回収できます。
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紙140
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CO-1L 縦型ムジ
コード番号：31-695-065
■サイズ：口径140.0×高さ91.6×底径115.3㎜
■満杯容量：1,011㎖/単重18.5g
■ダンボール：縦580×横440×高さ570㎜/12.5㎏
■入り数：600 ※大袋入り

紙140
P29

2

CO-1L 縦型オリジナルデザイン
コード番号：31-695-005
■サイズ：口径140.0×高さ91.6×底径115.3㎜
■満杯容量：1,011㎖/単重14.5g
■ダンボール：縦580×横440×高さ570㎜/10.1㎏
■入り数：600 ※大袋入り

240
P27

紙240
P29

3

CO-1.4L 平型ムジ
コード番号：31-642-002
■サイズ：口径239.0×高さ46.0×底径220.0㎜
■満杯容量：1,378㎖/単重46.0g
■ダンボール：縦601×横496×高さ500㎜/10.5㎏
■入り数：200 ※大袋入り

176
P27

紙176
P29

4

CO-1L 平型ムジ
コード番号：31-697-005
■サイズ：口径176.0×高さ60.0×底径159.5㎜
■満杯容量：1,042㎖/単重27.0g
■ダンボール：縦615×横380×高さ550㎜/9.25㎏
■入り数：300 ※大袋入り

176
P27

紙176
P29

5

CO-1.5L 縦型ムジ
コード番号：31-698-026
■サイズ：口径176.0×高さ87.0×底径154.2㎜
■満杯容量：1,557㎖/単重32.0g
■ダンボール：縦685×横368×高さ547㎜/10.9㎏
■入り数：300 ※大袋入り

176
P27

紙176
P29

6

CO-1.5L
オリジナルパーティボックス 小袋入り
コード番号：31-698-054
■サイズ：口径176.0×高さ87.0×底径154.2㎜
■満杯容量：1,557㎖/単重28.0g
■ダンボール：縦685×横368×高さ547㎜/9.7㎏
■入り数：300（25個×12）

176
P27

紙176
P29

8

CO-1.5L
HAPPY TIME IN 小袋入り
コード番号：31-698-101
■サイズ：口径176.0×高さ87.0×底径154.2㎜
■満杯容量：1,557㎖/単重28.0g
■ダンボール：縦685×横368×高さ547㎜/9.7㎏
■入り数：300（25個×12）

受注
生産

受注
生産

受注
生産

176
P27

紙176
P29

7

CO-1.5L オリジナルチキン
コード番号：31-931-033
■サイズ：口径176.0×高さ87.0×底径154.2㎜
■満杯容量：1,557㎖/単重28.0g
■ダンボール：縦685×横368×高さ547㎜/9.7㎏
■入り数：300 ※大袋入り

Paper Buckets

コートカン

大型サイズの紙容器です。
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紙180
P29

CO-5L-180T 白ムジホンタイ
コード番号：31-714 -002
■サイズ：口径180.5×高さ245.5×底径152.6㎜
■満杯容量：5,024㎖/単重89.0g
■ダンボール：縦871×横380×高さ575㎜/14.8㎏
■入り数：150 ※大袋入り

7

紙186
P29

CO-5L-186L 茶ムジホンタイロックシキ PE
コード番号：31-731-004
■サイズ：口径184.0×高さ245.5×底径152.6㎜
■満杯容量：5,024㎖/単重79.8g
■ダンボール：縦871×横380×高さ575㎜/12.28㎏
■入り数：150 ※大袋入り

9

240
P27

紙240
P29

CO-10L 茶 ムジホンタイ
コード番号：31-705-026
■サイズ：口径240.0×高さ288.5×底径199.7㎜
■満杯容量：10,048㎖/単重135.0g
■ダンボール：縦946×横482×高さ490㎜/15.9㎏
■入り数：100 ※大袋入り

176
P27

紙176
P29

1

CO-2L ムジ ホンタイ
コード番号：31-701-026
■サイズ：口径176.0×高さ114.0×底径149.5㎜
■満杯容量：2,048㎖/単重37.0g
■ダンボール：縦685×横368×高さ547㎜/12.4㎏
■入り数：300 ※大袋入り

176
P27

紙176
P29

2

CO-2L オリジナルデザイン
コード番号：31-701-007
■サイズ：口径176.0×高さ114.0×底径149.5㎜
■満杯容量：2,048㎖/単重23.0g
■ダンボール：縦685×横368×高さ547㎜/8.2㎏
■入り数：300 ※大袋入り

176
P27

紙176
P29

3

CO-3L ムジ 
コード番号：31-707-035
■サイズ：口径176.0×高さ177.5×底径139.4㎜
■満杯容量：3,116㎖/単重47.0g
■ダンボール：縦740×横368×高さ549㎜/15.45㎏
■入り数：300 ※大袋入り

紙180
P29

CO-5L-180T 茶-ムジホンタイ
コード番号：31-714 -004
■サイズ：口径180.5×高さ245.5×底径152.6㎜
■満杯容量：5,024㎖/単重79.8g
■ダンボール：縦871×横380×高さ575㎜/13.42㎏
■入り数：150 ※大袋入り

5

176
P27

紙176
P29

4

CO-3L オリジナルデザイン
コード番号：31-707-024
■サイズ：口径176.0×高さ177.5×底径139.4㎜
■満杯容量：3,116㎖/単重38.0g
■ダンボール：縦740×横368×高さ549㎜/12.75㎏
■入り数：300 ※大袋入り

240
P27

紙240
P29

10

CO-10L 白ムジホンタイ
コード番号：31-705-002
■サイズ：口径240.0×高さ288.5×底径199.7㎜
■満杯容量：10,048㎖/単重128.0g
■ダンボール：縦946×横482×高さ490㎜/14.0㎏
■入り数：100 ※大袋入り
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8

紙186
P29

CO-5L-186L 白ムジホンタイロックシキ PE
コード番号：31-731-002
■サイズ：口径184.0×高さ245.5×底径152.6㎜
■満杯容量：5,024㎖/単重89.0g
■ダンボール：縦871×横380×高さ575㎜/14.8㎏
■入り数：150 ※大袋入り



PS

1

88-F PSアナナシクリア
コード番号：32-506-001
■嵌合径：87.6㎜　■単重：1.75g　
■ダンボール：縦644×横544×高さ460㎜/6.3㎏
■入り数：3,000（100個×30）

PET

2

88-DC A-PETフタムジ
コード番号：32-506-400
■嵌合径：87.7㎜　■単重：2.44g　
■ダンボール：縦644×横544×高さ460㎜/8.3㎏
■入り数：3,000（100個×30）

88口径

●対応容器
・PC -170F
・PC -190F

PET

3

71-F A-PETストローアナアキ
コード番号：32-501-249
■嵌合径：70.5㎜　■単重：1.2g　
■ダンボール：縦542×横375×高さ300㎜/3.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PS

4

74-FC ムジ ＜ツノ＞  
コード番号：32-502-002
■嵌合径：74.2㎜　■単重：1.4g　
■ダンボール：縦578×横455×高さ230㎜/3.1㎏
■入り数：1,500（100個×15）

PET

2

71-FC A-PET
コード番号：32-501-305
■嵌合径：70.5㎜　■単重：1.2g
■ダンボール：縦705×横375×高さ380㎜/7.42㎏
■入り数：5,000（200個×25）

PET

1

71-F A-PETムジアナナシ
コード番号：32-501-306
■嵌合径：70.5㎜　■単重：1.2g　
■ダンボール：縦542×横375×高さ300㎜/3.0㎏
■入り数：2,000（100個×20）

71口径

●対応容器
・SCM-220P
・PC-30F
・PC-60F
・PC-80F
・PC-80F -4
・PC-90F
・PC-100F
・PC-130F-3

74口径

●対応容器
・PI -120T

Plastic Lids

プラスチック
リッド
・CTCコップ
・紙容器
・コートカン 対応
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PP

1

97-F
PPトーメイハリアナ（ボードン）
コード番号：32-509-033
■嵌合径：97.4㎜　■単重：2.5g　
■ダンボール：縦706×横406×高さ309㎜/3.8㎏
■入り数：1,200（100個×12）

PP

2

97-F アナナシ（ボードン）
コード番号：32-509-026
■嵌合径：97.4㎜　■単重：2.5g　
■ダンボール：縦545×横505×高さ309㎜/3.8㎏
■入り数：1,200（80個×15）

PP

3

97-F PPF
スープ用フタアナアリ
コード番号：32-509-050
■嵌合径：97.4㎜　■単重：3.9g　
■ダンボール：縦696×横516×高さ419㎜/9.4㎏
■入り数：2,000（100個×20）

PP

6

FC-850 PP中皿
コード番号：32-525-016
■嵌合径：165.0㎜　■単重：10.45g　
■ダンボール：縦805×横700×高さ515㎜/16.1㎏
■入り数：1,200（100個×12）

OPS

8

CO-1L-F OPS
コード番号：32-839-040
■嵌合径：176.5㎜　■単重：9.6g　
■ダンボール：縦570×横465×高さ390㎜/3.9㎏
■入り数：300（50個×6）

OPS

7

FC-850 耐熱OPSドーム蓋
コード番号：32-525-019
■単重：5.3g　
■ダンボール：縦644×横484×高さ520㎜/7.2㎏
■入り数：1,200（100個×12）

PP

5

SI-1000T-F ムジPPF
コード番号：32-518-006
■嵌合径：116.4㎜　■単重：5.7g　
■ダンボール：縦506×横386×高さ480㎜/4.5㎏
■入り数：600（50個×12）

165口径

●対応容器
・FC - 850
・FC - 600PET

176口径

●対応容器
・CO-1L
・CO-1.5L縦型
・CO -2L
・CO-3L

116口径

●対応容器
・SI-1000T

OPS

9

CO-1.5L-F OPS 
コード番号：32-839-022
■嵌合径：240.0㎜　■単重：17.5g　
■ダンボール：縦515×横440×高さ515㎜/4.5㎏
■入り数：200（25個×8）

240口径

●対応容器
・CO-1.4L平型 
・CO-10L

97口径
-1

●対応容器
・PI - 240N 
・PC-395
・SI - 500T 
・PC-240N
・PC-500T

4

A-PET

97-F
A-PETボードンドーム
コード番号：32-509-027
■嵌合径：97.0㎜　■単重：3.6g　
■ダンボール：縦570×横520×高さ413㎜/8.5㎏
■入り数：2,000（100個×20）
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受注
生産

受注
生産



紙

7

SI -500Ｔ-KF
ムジシロリング 折り返し
コード番号：31-931-701
■嵌合径：97.2㎜　■単重：8.9g　
■ダンボール：縦526×横526×高さ359㎜/4.9㎏
■入り数：400 ※大袋入り

紙

8

SI -500Ｔ-KF
ムジゴールドリング 折り返し
コード番号：31-931-702
■嵌合径：97.2㎜　■単重：8.9g　
■ダンボール：縦526×横526×高さ359㎜/4.9㎏
■入り数：400 ※大袋入り

紙

5

PI -120T-KF
ムジゴールドリング 折り返し
コード番号：31-620 -040
■嵌合径：74.2㎜　■単重：4.6g　
■ダンボール：縦656×横400×高さ400㎜/8.2㎏
■入り数：1,500 ※大袋入り

紙

4

PI -120T-KF
ムジシロリング 折り返し
コード番号：31-620 -039
■嵌合径：74.2㎜　■単重：4.6g　
■ダンボール：縦656×横400×高さ400㎜/8.2㎏
■入り数：1,500 ※大袋入り

紙

2

PC-100F-KF
ムジゴールドリング 折り返し
コード番号：31-615-252
■嵌合径：70.5㎜　■単重：4.2g　
■ダンボール：縦735×横381×高さ455㎜/9.7㎏
■入り数：2,000 ※大袋入り

紙

6

PI -120T-KF
ムジシルバーリング 折り返し
コード番号：31-620 -041
■嵌合径：74.2㎜　■単重：4.6g　
■ダンボール：縦656×横400×高さ400㎜/8.2㎏
■入り数：1,500 ※大袋入り

紙

3

PC-100F-KF
ムジシルバーリング 折り返し
コード番号：31-615-254
■嵌合径：70.5㎜　■単重：4.2g　
■ダンボール：縦735×横381×高さ455㎜/9.7㎏
■入り数：2,000 ※大袋入り

紙
74口径

●対応容器
・PI -120T

紙
97口径

●対応容器
・PI -240N 
・PC -395
・SI -500T
・PC-240N
・PC-500T

※紙蓋の種類 
リング端面を裁ち落としたタイプと、内側へ折
り返したタイプの2種類がございます。（上図
参照） 併記の規格はご指定をお願いします。

※紙97口径の蓋について
規格、本体の仕様、シールの有無などで口
径の調整をした蓋になる場合があります。
詳しくは販売員までお問い合わせください。

紙

1

PC-100F-KF
ムジシロ リング  折り返し
コード番号：31-615-250
■嵌合径：70.5㎜　■単重：4.2g　
■ダンボール：縦735×横381×高さ455㎜/9.7㎏
■入り数：2,000 ※大袋入り

紙
71口径

●対応容器
・PC-30F
・PC-60F
・PC-80F
・PC-80F -4
・PC-90F
・PC-100F
・PC-130F-3

リング
折り返し
タイプ

リング
裁ち落し
タイプ
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※紙71口径の蓋について
規格、本体の仕様、シールの有無などで口
径の調整をした蓋になる場合があります。
詳しくは販売員までお問い合わせください。

Paper Lids

紙 蓋

・紙容器
・コートカン 対応



紙

1

SI-500S-KF
ムジシロリング 裁ち落し
コード番号：31-604 -130
■嵌合径：122.0㎜　■単重：10.0g　
■ダンボール：縦650×横640×高さ390㎜/8.8㎏
■入り数：750 ※大袋入り

紙

2

SI-500S-KF
ムジゴールドリング 裁ち落し
コード番号：31-604 -014
■嵌合径：122.0㎜　■単重：10.0g　
■ダンボール：縦650×横640×高さ390㎜/8.8㎏
■入り数：750 ※大袋入り

紙

3

CO-1L-KF
縦型ムジフタ
コード番号：31-622-017
■嵌合径：140.0㎜　■単重：12.0g　
■ダンボール：縦700×横436×高さ590㎜/8.5㎏
■入り数：600 ※大袋入り

紙

5

CO-5L-180T-KF
シロムジ フタ
コード番号：31-715-002
■嵌合径：180.5㎜　■単重：18.0g　
■ダンボール：縦748×横311×高さ576㎜/6.7㎏
■入り数：300 ※大袋入り

6

CO-5L-186L-KF
シロムジ フタ
コード番号：31-732-001
■嵌合径：184.0㎜　■単重：26.0g　
■ダンボール：縦756×横406×高さ600㎜/9.1㎏
■入り数：300 ※大袋入り

紙

紙

4

CO-KF
ムジキョウツウ（1,1.5, 2, 3）フタ
コード番号：31-623-016
■嵌合径：176.0㎜　■単重：19.0g　
■ダンボール：縦726×横381×高さ552㎜/7.0㎏
■入り数：300 ※大袋入り

紙
176口径

●対応容器
・CO-1L
・CO-1.5L
・CO-2L
・CO-3L

紙
180口径

●対応容器
・CO -5L -180T

紙
186口径

●対応容器
・CO-5L-186L

紙

7

CO-10L-KF
シロムジ フタ
コード番号：31-627-013
■嵌合径：240.0㎜　■単重：37.0g　
■ダンボール：縦721×横516×高さ519㎜/8.7㎏
■入り数：200 ※大袋入り

紙
240口径

●対応容器
・CO -1.4L平型 
・CO -10L

紙
122口径

●対応容器
・SI - 500S

紙
140口径

●対応容器
・CO-1L
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2 3

6 7

SMP-565E-2 ムジ小袋入り
コード番号：31-387-502
■サイズ：口径129.0×高さ62.5×底径105.3㎜
■満杯容量：563㎖/単重15.9g
■ダンボール：縦651×横526×高さ464㎜/15.4㎏
■入り数：900（45個×20）

SMP-565E-2（T）ムジ小袋入り
コード番号：31-387-700
■サイズ：口径129.0×高さ62.5×底径105.3㎜
■満杯容量：563㎖/単重15.9g
■ダンボール：縦651×横526×高さ464㎜/15.4㎏
■入り数：900（45個×20）

4

SMP-700E ムジ小袋入り
コード番号：31-383-003
■サイズ：口径142.3×高さ66.0×底径118.1㎜
■満杯容量：700㎖/単重21.9g
■ダンボール：縦651×横526×高さ464㎜/12.7㎏
■入り数：480（30個×16）

5

SMP-700E ムジミザラシ小袋入り
コード番号：31-383-502
■サイズ：口径142.3×高さ66.0×底径118.1㎜
■満杯容量：700㎖/単重21.9g
■ダンボール：縦651×横526×高さ464㎜/12.7㎏
■入り数：480（30個×16）

SMP-900E-2 ムジ小袋入り
コード番号：31-385-007
■サイズ：口径142.3×高さ85.0×底径113.1㎜
■満杯容量：910㎖/単重27.1g
■ダンボール：縦651×横526×高さ464㎜/14.5㎏
■入り数：480（30個×16）

1

SMP-437E ムジ
コード番号：31-379-003
■サイズ：口径107.0×高さ74.0×底径80.6㎜
■満杯容量：437㎖/単重13.4g
■ダンボール：縦540×横436×高さ450㎜/ ＊：㎏
■入り数：900（45個×20）

受注
生産

93
P36

98

SINC-400L
コード番号：31-335-
■サイズ：口径92.6×高さ91.5×底径64.3㎜
■満杯容量：382㎖/単重15.8g
■ダンボール：縦666×横401×高さ429㎜/9.2㎏
■入り数：500 ※大袋入り

受注
生産

受注
生産

99
P36

SINC-462L
コード番号：31-394-
■サイズ：口径99.0×高さ97.0×底径67.4㎜
■満杯容量：462㎖/単重19.0g
■ダンボール：縦666×横441×高さ454㎜/11.0㎏
■入り数：480 ※大袋入り
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SMP-437E（T）ムジ小袋入り
コード番号：31-379-700
■サイズ：口径107.0×高さ74.0×底径80.6㎜
■満杯容量：437㎖/単重13.4g
■ダンボール：縦540×横436×高さ450㎜/ ＊：㎏
■入り数：900（45個×20）

Double Wall Embossed 
Paper Containers

断熱性
エンボス紙容器
エンボス加工した紙製スリーブを装着し、
エアー層を形成。すべりにくく、持ちやすい
新感覚の断熱性紙容器。

Double Wall 
Paper Containers

断熱性
エアーウォール紙容器
紙製スリーブを装着しエアー層を形成、
高い断熱性を有します。

○樹脂製中皿と組合せてご利用いただけます。（一覧→32p）



2 3 4

5

PP

SMP-565E-F
一般用透明PP蓋90×20  
コード番号：32-845-026
■嵌合径：129.0㎜　■単重：4.7g　
■ダンボール：縦666×横541×高さ709㎜/10.0㎏
■入り数：1,800（90個×20）

1

PP

SMP-437E-F
透明PP蓋 
コード番号：32-590 -010
■嵌合径：―　■単重：3.0g　
■ダンボール：縦661×横576×高さ459㎜/7.5㎏
■入り数：1,800（90個×20）

10

PP

SMP-900E
中皿一般03
コード番号：32-846-100
■嵌合径：―　■単重：8.65g　
■ダンボール：縦591×横491×高さ589㎜/10.0㎏
■入り数：960（60個×16）

OPS

SMP-900E-F
一般用中皿外蓋
コード番号：32-847-201
■嵌合径：―　■単重：4.2g　
■ダンボール：縦571×横386×高さ579㎜/5.3㎏
■入り数：960（60個×16）

PP

SMP-900E
一般用中皿2仕切り
コード番号：32-846-210
■嵌合径：―　■単重：8.7g　
■ダンボール：縦596×横456×高さ599㎜/10.0㎏
■入り数：960（60個×16）

PP

SMP-900E
一般用中皿3仕切り

SMP-900E-F
ハーフ中皿

コード番号：32-846-221
■嵌合径：―　■単重：8.7g　
■ダンボール：縦596×横456×高さ599㎜/10.0㎏
■入り数：960（60個×16）

11

PP

コード番号：32-727-500
■嵌合径：―　■単重：4.2g　
■ダンボール：縦596×横566×高さ464㎜/8.0㎏
■入り数：1,440（90個×16）

6 7

PP

SMP-565E
中皿一般90×20
コード番号：32-845-027
■嵌合径：―　■単重：7.3g　
■ダンボール：縦681×横541×高さ709㎜/15.0㎏
■入り数：1,800（90個×20）

8

PP

SMP-900E-F
透明PP蓋2002
コード番号：32-727-031
■嵌合径：142.2㎜　■単重：5.8g　
■ダンボール：縦686×横596×高さ599㎜/10.6㎏
■入り数：1,440（90個×16）

9

SMP-565E-F
ミニカップ丼蓋90×20
コード番号：32-845-032
■嵌合径：―　■単重：3.2g　
■ダンボール：縦616×横491×高さ509㎜/7.0㎏
■入り数：1,800（90個×20）

OPS耐熱

SMP-900E-F
カップ丼蓋
コード番号：32-847-100
■嵌合径：―　■単重：4.07g　
■ダンボール：縦566×横271×高さ559㎜/5.0㎏
■入り数：960（60個×16）

OPS耐熱
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被せ蓋・中皿を用意しております。

エンボス紙容器
対応リッド・蓋

Plastic Lids for Double Wall Embossed Paper Containers



※セットで使用してく

SMP-565E-2
ムジ小袋入り

SMP-565E-F
一般用透明PP蓋90×20

SMP-565E
中皿一般90×20

SMP-565E-F
ミニカップ丼蓋90×20

※セットで使用してください
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中皿組み合わせパターン 一覧

断熱性
エンボス紙容器

Double Wall Embossed Paper Containers
Combination List



SMP-700E
ムジ小袋入り

SMP-900E-2
ムジ小袋入り

SMP-900E-F
透明PP蓋2002

SMP-900E
中皿一般03

SMP-900E-F
カップ丼蓋

SMP-900E
一般用中皿2仕切り

SMP-900E-F
一般用中皿外蓋

SMP-900E
一般用中皿3仕切り

SMP-900E-F
一般用中皿外蓋

SMP-700E

SMP-900E-2

SMP-700E

SMP-900E-2

SMP-700E

SMP-900E-2

SMP-700E

SMP-900E-2

※セットで使用してください ※セットで使用してください ※セットで使用してください

広がるメニューバリエーション

エンボス紙容器の本体に加え、中皿・蓋も
各種ご用意しております。中皿を利用する
ことで、カレー・パスタソース等の液体メニ
ューを添える事が可能になります。また、仕
切り付中皿は2種類以上のメニューの盛り
合わせにも対応します。本体と中皿を組み
合わせてご利用頂くことで、様々なメニュー
バリエーションが広がります。

ハーフ中皿が
加わりました

NEW

※SMP-700EとSMP-900E-2は
　共通の中皿と蓋を使用出来ます

※新登場、ハーフ中皿もお選びいただけます
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受注
生産

1

AC-285EP
コード番号：31-377-
■サイズ：口径80.0×高さ92.0×底径55.9㎜
■満杯容量：285㎖/単重8.8g
■ダンボール：縦416×横336×高さ537㎜/9.7㎏
■入り数：1,000 ※大袋入り

97-2
P36

4

FC-180PET-EP
オリジナルブラウン
コード番号：31-369-087
■サイズ：口径96.9×高さ40.0×底径82.3㎜
■満杯容量：189㎖/単重6.9g
■ダンボール：縦626×横441×高さ459㎜/11.5㎏
■入り数：1,500 ※大袋入り

97-2
P36

5

FC-180PET-EP
オリジナルアート
コード番号：31-369-051
■サイズ：口径96.9×高さ40.0×底径82.3㎜
■満杯容量：189㎖/単重6.9g
■ダンボール：縦626×横441×高さ459㎜/11.5㎏
■入り数：1,500 ※大袋入り

97-2
P36

6

FC-180PET-EP
オリジナルカフェ
コード番号：31-369-023
■サイズ：口径96.9×高さ40.0×底径82.3㎜
■満杯容量：189㎖/単重6.9g
■ダンボール：縦626×横441×高さ459㎜/11.5㎏
■入り数：1,500 ※大袋入り

7

2

受注
生産

3

受注
生産

AC-353EP
コード番号：31-343-
■サイズ：口径86.5×高さ95.0×底径60.9㎜
■満杯容量：353㎖/単重9.9g
■ダンボール：縦439×横351×高さ502㎜/10.9㎏
■入り数：1,000 ※大袋入り

AC-480EP-M
コード番号：31-347-
■サイズ：口径89.4×高さ128.0×底径60.2㎜
■満杯容量：500㎖/単重12.9g
■ダンボール：縦459×横459×高さ466㎜/14.2㎏
■入り数：1,000 ※大袋入り
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※耐熱性紙容器は加熱調理後縮みますので、蓋についてはお問い合わせをお願い致します。

113
P36

FC-255PET-EP
オリジナルブラウン
コード番号：31-346-302
■サイズ：口径113.4×高さ40.0×底径99.0㎜
■満杯容量：269㎖/単重8.9g
■ダンボール：縦731×横416×高さ454㎜/12.0㎏
■入り数：1,200 ※大袋入り

※内容物の特性に合わせたトップシール蓋をご用意します。ご使用の際はお問い合わせをお願い致します。

Moisture Proof 
Paper Containers

防湿性紙容器

優れた防湿性により、
内容物の乾燥を保ち風味を守ります。

Ovenable 
Paper Containers

耐熱性紙容器
耐熱性に優れ、コンベクショナルオーブン対応。
幅広くご利用頂けます。
対応食品例：冷凍食品、ピラフ、パスタ、グラタン、ドリアなど



12

OFC-415PET
オリジナルブラウン コブクロ
コード番号：31-349-007
■サイズ：口径164.5×115.0  高さ40.0
　　　　  底径150.0×101.0㎜
■満杯容量：415㎖/単重10.6g
■ダンボール：縦665×横470×高さ480㎜/10㎏
■入り数：800（50個×16）

134
P36

5

FC-380PET
オリジナルアート
コード番号：31-333-153
■サイズ：口径133.9×高さ40.0×底径119.1㎜
■満杯容量：383㎖/単重11.0g
■ダンボール：縦736×横496×高さ389㎜/10.6㎏
■入り数：800 ※大袋入り

134
P36

6

FC-380PET
オリジナルストライプ
コード番号：31-333-154
■サイズ：口径133.9×高さ40.0×底径119.1㎜
■満杯容量：383㎖/単重11.0g
■ダンボール：縦736×横496×高さ389㎜/10.6㎏
■入り数：800 ※大袋入り

134
P36

7

FC-380PET
オリジナルシンフォニー
コード番号：31-333-176
■サイズ：口径133.9×高さ40.0×底径119.1㎜
■満杯容量：383㎖/単重11.0g
■ダンボール：縦736×横496×高さ389㎜/10.6㎏
■入り数：800 ※大袋入り

受注
生産

11

FC-600PET
オリジナルシンフォニー
コード番号：31-358-025
■サイズ：口径165.0×高さ40.0×底径150.0㎜
■満杯容量：598㎖/単重14.5g
■ダンボール：縦666×横506×高さ469㎜/10.5㎏
■入り数：600（50個×12）

165
P37

165
P27

10

FC-600PET
レストラン
コード番号：31-358-021
■サイズ：口径165.0×高さ40.0×底径150.0㎜
■満杯容量：598㎖/単重14.5g
■ダンボール：縦666×横506×高さ469㎜/10.5㎏
■入り数：600（50個×12）

165
P37

165
P27

113
P36

1

FC-255PET-EP
オリジナルアート
コード番号：31-346-301
■サイズ：口径113.4×高さ40.0×底径99.0㎜
■満杯容量：269㎖/単重8.9g
■ダンボール：縦731×横416×高さ454㎜/12.0㎏
■入り数：1,200 ※大袋入り

113
P36

2

FC-255PET-EP
オリジナルストライプ
コード番号：31-346-303
■サイズ：口径113.4×高さ40.0×底径99.0㎜
■満杯容量：269㎖/単重8.9g
■ダンボール：縦731×横416×高さ454㎜/12.0㎏
■入り数：1,200 ※大袋入り

113
P36

3

FC-255PET-EP
オリエンタル
コード番号：31-346-155
■サイズ：口径113.4×高さ40.0×底径99.0㎜
■満杯容量：269㎖/単重8.9g
■ダンボール：縦731×横416×高さ454㎜/12.0㎏
■入り数：1,200 ※大袋入り

受注
生産

134
P36

4

FC-380PET
オリジナルブラウン
コード番号：31-333-152
■サイズ：口径133.9×高さ40.0×底径119.1㎜
■満杯容量：383㎖/単重11.0g
■ダンボール：縦736×横496×高さ389㎜/10.6㎏
■入り数：800 ※大袋入り

9

FC-600PET
オリジナルブラウン
コード番号：31-358-020
■サイズ：口径165.0×高さ40.0×底径150.0㎜
■満杯容量：598㎖/単重14.5g
■ダンボール：縦666×横506×高さ469㎜/10.5㎏
■入り数：600（50個×12）

8

FC-488PET
オリジナルブラウン
コード番号：31-345-001
■サイズ：口径150.0×高さ40.0×底径135.0㎜
■満杯容量：496㎖/単重12.5g
■ダンボール：縦600×横460×高さ450㎜/8.7㎏
■入り数：600（50個×12）

165
P37

165
P27

電子レンジで均一加熱、焦げ目やクリスピー（カリカリ）調理を実現。

オーバル
形状

AMP
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150
P37

OFC
P37

発熱体（サセプター）やプロテクター（マイクロライト）の
模様を内容物、容量に合わせて設計。焦げ目をつけたり、
加熱ムラ解消等、理想的な電子レンジ調理を可能にします。

Active Microwave 
Package

※機能が異なるため、食品や容量に応じて設計します
information

◎ 詳しくは弊社営業部員までお問い合わせください。

電子レンジで魚を効率よく
ふっくら焼くことができます。レンジで焼き魚

ポットパイなど…
【フォーカスサセプター】

ピザ、お好み焼きなど…
【マイクロライトサセプター】

グラタン、ドリアなど…
【マイクロライト】

フライドポテトなど…
【サセプター】



Plastic Lids for Ovenable 
Paper Containers

耐熱性紙容器用
リッド
・防湿性紙容器
・耐熱性紙容器（焼成容器）　
・断熱性 エアウォールカップ 対応

OPS

3

FC-180PET-F
OPSドーム蓋
コード番号：32-565-100
■嵌合径：96.9㎜　■単重：2.1g　
■ダンボール：縦546×横516×高さ319㎜/4.5㎏
■入り数：1,500（100個×15）

PP

5

FC-255PET-F
透明PPドーム蓋
コード番号：32-520 -019
■嵌合径：113.1㎜　■単重：3.5g　
■ダンボール：縦756×横526×高さ409㎜/5.5㎏
■入り数：1,200（50個×24）

PP

7

FC-380PET-F
透明PPドーム蓋（口径小）
コード番号：32-521-029
■嵌合径：132.8㎜　■単重：4.7g　
■ダンボール：縦704×横569×高さ581㎜/9.7㎏
■入り数：1,600（80個×20）

OPS

1

SMDS-400- IC
コード番号：32-706-031
■嵌合径：92.6㎜　■単重：2.0g　
■ダンボール：縦576×横486×高さ579㎜/7.5㎏
■入り数：3,000（100個×30）

PP

8

FC-380PET-F
口径大蓋
コード番号：32-521-008
■嵌合径：133.9㎜　■単重：4.7g　
■ダンボール：縦704×横569×高さ560㎜/9.6㎏
■入り数：1,600（80個×20）

PS

6

FC-255PET-F
OPSドーム蓋
コード番号：32-520 -014
■嵌合径：113.4㎜　■単重：3.0g　
■ダンボール：縦570×横465×高さ345㎜/6.0㎏
■入り数：1,200（100個×12）

4

受注
生産

受注
生産

113口径

●対応容器
・FC-255PET- EP

134口径

●対応容器
・FC-380PET

93口径

●対応容器
・SINC - 400L

99口径

●対応容器
・SINC-394L
・SINC-462L

97口径
-2

●対応容器
・FC-180PET- EP
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OPS

SINC-462F-2　
コード番号：32-700 -015
■嵌合径：99.0㎜　■単重：3.0g　
■ダンボール：縦521×横621×高さ429㎜/7.2㎏
■入り数：2,000（100個×20）

OPS

2

SMDS-400-F
ドームフタ8mmハイト
コード番号：32-706-052
■嵌合径：92.6㎜　■単重：2.0g　
■ダンボール：縦576×横486×高さ579㎜/7.5㎏
■入り数：3,000（100個×30）

※耐熱性紙容器は加熱調理後縮みますので、蓋についてはお問い合わせをお願い致します。



共通紙スリーブ

インナープラカップ
（多角形状対応）

共通紙スリーブは、丸・多角と様々な形状のインナーカップと適合。
商品サイクルの効率化、同一デザイン多形状展開が可能。
専用中皿・外蓋もインナーカップに応じて設計いたします。
電子レンジ調理可能。エンボス加工、美麗印刷、箔押し、窓貼り対応。

※本体・中皿：共通蓋
※インナーカップ色の変更可

Tokan dressカップ

Tokan dressカップ

◎ 詳しくは弊社営業部員までお問い合わせください。

共通
紙スリーブ

インナー
プラカップ

中皿、蓋 共通紙スリーブと内プラ容器を
組み合わせる複合容器。

PP

3

2

FC-600PET-F
透明PPドーム蓋（口径小）
コード番号：32-538-021
■嵌合径：163.5㎜　■単重：7.38g　
■ダンボール：縦695×横525×高さ365㎜/5.9㎏
■入り数：600（50個×12）

PP PP

1

FC-488PET-F
透明PPドーム蓋（口径小）
コード番号：32-553-002
■嵌合径：149.0㎜　■単重：5.4g　
■ダンボール：縦636×横481×高さ769㎜/7.5㎏
■入り数：1200（50個×24）

OFC-415PET-F
透明PP蓋（口径小）
コード番号：32-565-095
■嵌合径：113.4×162.8㎜　■単重：5.1g　
■ダンボール：縦756×横526×高さ409㎜/4.6㎏
■入り数：800（50個×16）

PP

4

FC-600PET-F
透明PPドーム蓋（口径大）
コード番号：32-538-015
■嵌合径：165.0㎜　■単重：7.5g　
■ダンボール：縦695×横525×高さ365㎜/6.1㎏
■入り数：600（50個×12）

5

FC-600PET-F
OPS U・サイドエアヌキSE
コード番号：32-538-033
■嵌合径：163.0㎜　■単重：7.15g　
■ダンボール：縦695×横525×高さ385㎜/5.69㎏
■入り数：600（50個×12）

165口径

●対応容器
・FC-600PET
・FC-850

150口径

●対応容器
・FC-488PET

OFC

●対応容器
・OFC-415PET-F
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OPS耐熱



1

LR72-50WR イッパン
■サイズ：72Φ×18.4㎜　■満注内容量：50.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：Ｗ
■ダンボール：縦580×横480×全高370㎜/14.5㎏
■入り数：4,000

3

LR72-65S ハナビラ
■サイズ：72Φ×30.9㎜　■満注内容量：65.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦646×横379×全高364㎜/9.5㎏
■入り数：3,000

LR72-71T タブナシ
■サイズ：72Φ×26.7㎜　■満注内容量：71.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦580×横480×全高370㎜/18.6㎏
■入り数：4,800

74

LR72-66S ナチュラル
■サイズ：72Φ×25.6㎜　■満注内容量：66.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦580×横480×全高370㎜/12.4㎏
■入り数：3,000

2

LR72-63S ナチュラル
■サイズ：72Φ×34.7㎜　■満注内容量：63.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦580×横480×全高370㎜/11.2㎏
■入り数：3,400

5

LR72-68TA ナチュラル
■サイズ：72Φ×29.9㎜　■満注内容量：68.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦580×横480×全高370㎜/11.2㎏
■入り数：3,200

6

LR72-71WT タブナシ
■サイズ：72Φ×26.7㎜　■満注内容量：71.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：Ｗ
■ダンボール：縦580×横480×全高370㎜/18.6㎏
■入り数：4,800

  シール
（突起、R、
   線シール）

  蓋材
（透明タイプ、
   アルミ箔タイプ）

バリア性樹脂（EVOH）
接着性樹脂
ポリプロピレン

ラミコンカップとは

ラミコンカップは、当社が
世界に先駆けて開発したラ
ミコンボトルの製造技術を
基礎に共押出多層シートか
ら、カップ状・トレー状に形
成した高度の食品保存性を
有する多層成形容器です。

衛生性に優れています。
食品衛生法による食品容器包装の
規格基準に適合しています。

廃棄処理面で有利。容易に押し潰せます。
また、焼却処理してもほとんどが
炭酸ガスと水になります。

耐内容品性に優れています。
耐油性・耐酸性・耐アルカリ性および
保香性を有しています。

酸素および水蒸気遮断性に優れています。

ラミコンカップの種類

ラミコンカップの特長

ラミコンカップには成形法仕様により、様々なタイプの容器
が用意されています。
お客様のご要望により、様々な形状の容器も製造致しますの
で、貴社のイメージに合わせてご検討いただけます。

◎SPPF成形品（ボイル殺菌対応）
SPPF法（延伸圧空成形法）により成形した容器で、透明性に優
れていますので内容品を引き立てるのに役立ちます。

◎真空成形品（レトルト殺菌対応・電子レンジ適性対応）
真空成形法により成形された容器で、レトルト殺菌処理する
内容品に適します。

◎耐寒対応タイプもございます

・予告なく、商品の廃盤及び変更を行う可能性があります。  ・カタログの表示寸法と製品寸法が多少異なる場合があります。
・ラミコンカップは全て受注生産品となっております。
※本書作成に際しては、万全を期して作成にあたっておりますが、万一不明瞭な箇所がございましたら、弊社担当者までお問い合わせください。

注意点

72Φ
シリーズ
（受注生産品）

カタログの見方

規格名

1

製品詳細

通し番号

製品画像

■サイズ
口径Φ×高さ㎜

■レトルト殺菌
◯：可　×：不可

■容器の外観
T：透明
N：半透明
W：白■サイズ：72Φ×18.4㎜　■満注内容量：50.0㎖　

■レトルト殺菌：◯　■容器の外観：W
■入り数：1000

1

2

3

4
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“Lamicon Cups”, 
Multi Layered Plastic Cups

ラミコンカップ
食品保存性に優れたプラスチック容器



3

LR72-74S ナチュラル
■サイズ：72Φ×31.3㎜　■満注内容量：74.5㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦580×横480×全高370㎜/14.1㎏
■入り数：4,000

2

LR72-72S シタカク
■サイズ：72Φ×33.4㎜　■満注内容量：73.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦646×横379×全高364㎜/9.8㎏
■入り数：3,150

1

8

LR72-88S ナチュラル
■サイズ：72Φ×36.3㎜　■満注内容量：88.5㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦646×横379×全高364㎜/12.6㎏
■入り数：3,150

7

LR72-80S トウメイ
■サイズ：72Φ×35.2㎜　■満注内容量：82.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦646×横379×全高364㎜/12.1㎏
■入り数：3,600

6

LR72-75S ハチカク
■サイズ：72Φ×34.3㎜　■満注内容量：80.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦646×横379×全高364㎜/11.7㎏
■入り数：3,060

LR72-75S トウメイ
■サイズ：72Φ×36.0㎜　■満注内容量：74.5㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦580×横480×全高370㎜/11.1㎏
■入り数：3,150

4

LR72-79S ハチカク
■サイズ：72Φ×42.3㎜　■満注内容量：81.7㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦640×横373×全高355㎜/11.6㎏
■入り数：3,150

5

12

LR72-97T タル
■サイズ：72Φ×44.5㎜　■満注内容量：97.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦580×横480×全高370㎜/15.9㎏
■入り数：3,400

11

LR72-90S サンド
■サイズ：72Φ×38.6㎜　■満注内容量：90.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦580×横480×全高370㎜/14.5㎏
■入り数：3,400

10

LR72-90SA トウメイ
■サイズ：72Φ×39.1㎜　■満注内容量：91.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦580×横480×全高370㎜/12.8㎏
■入り数：3,600

LR72-90S ドーム
■サイズ：72Φ×43.2㎜　■満注内容量：90.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦646×横379×全高364㎜/11.1㎏
■入り数：3,150

LR72-110S トールオリジナル
■サイズ：72Φ×61.0㎜　■満注内容量：108.5㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦586×横321×全高309㎜/13.3㎏
■入り数：2,100

14

LR72-110T ハチカク
■サイズ：72Φ×53.5㎜　■満注内容量：117.5㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦639×横356×全高475㎜/13.8㎏
■入り数：3,000

LR72-100S シタカク
■サイズ：72Φ×53.5㎜　■満注内容量：100.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦476×横414×全高387㎜/12.4㎏
■入り数：2,100

9

13 15

LR72-113S トウメイ
■サイズ：72Φ×47.8㎜　■満注内容量：113.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦646×横379×全高364㎜/13.2㎏
■入り数：2,925

1917

LR72-115S ロッカクトウメイ
■サイズ：72Φ×54.6㎜　■満注内容量：115.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦646×横379×全高364㎜/12.5㎏
■入り数：2,750

16

LR72-136S ネジレ
■サイズ：72Φ×74.8㎜　■満注内容量：137.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦646×横379×全高364㎜/17.3㎏
■入り数：2,925

18

LR72-130S トール
■サイズ：72Φ×73.9㎜　■満注内容量：130.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦646×横379×全高364㎜/10.0㎏
■入り数：1,750

LR72-138S トール
■サイズ：72Φ×74.5㎜　■満注内容量：141.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦646×横379×全高364㎜/9.4㎏
■入り数：1,625

20

LR72-141S トウメイ
■サイズ：72Φ×62.0㎜　■満注内容量：140.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦646×横379×全高364㎜/13.4㎏
■入り数：2,700
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LR75-150SA（C）トウメイ
■サイズ：75Φ×58.8㎜　■満注内容量：150.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦625×横451×全高404㎜/12.0㎏
■入り数：2,550

5

LR75-65S ナチュラル
■サイズ：75Φ×24.6㎜　■満注内容量：65.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦625×横451×全高404㎜/13.0㎏
■入り数：3,600

10

LR75-86S トウメイ
■サイズ：75Φ×34.3㎜　■満注内容量：86.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦625×横451×全高354㎜/10.0㎏
■入り数：2,550

9

LR75-80S トウメイ
■サイズ：75Φ×30.4㎜　■満注内容量：80.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦625×横451×全高404㎜/10.3㎏
■入り数：2,700

8

7

LR75-80S ハチカク
■サイズ：75Φ×34.5㎜　■満注内容量：80.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦625×横451×全高404㎜/10.3㎏
■入り数：2,550

LR75-75S サンド
■サイズ：75Φ×28.8㎜　■満注内容量：75.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦625×横451×全高404㎜/9.5㎏
■入り数：2,550

14

LR75-109S ムジS
■サイズ：75Φ×43.8㎜　■満注内容量：109.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦625×横451×全高354㎜/10.5㎏
■入り数：2,550

13

LR75-96S（９角）ネジレ
■サイズ：75Φ×45.3㎜　■満注内容量：97.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦625×横451×全高404㎜/10.0㎏
■入り数：2,400

12

11

LR75-88SA サンド
■サイズ：75Φ×34.7㎜　■満注内容量：88.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦625×横451×全高404㎜/9.8㎏
■入り数：2,400

LR75-88S ナチュラル
■サイズ：75Φ×34.6㎜　■満注内容量：88.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦625×横451×全高404㎜/9.5㎏
■入り数：2,400

18

LR75-130S（A）ナチュラル
■サイズ：75Φ×52.0㎜　■満注内容量：130.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦625×横451×全高404㎜/13.0㎏
■入り数：1,650

17

LR75-130S トウメイ
■サイズ：75Φ×52.0㎜　■満注内容量：130.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦625×横451×全高404㎜/12.0㎏
■入り数：2,550

16

LR75-115S ８角ネジレ
■サイズ：75Φ×53.7㎜　■満注内容量：115.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦625×横451×全高404㎜/16.0㎏
■入り数：2,400

LR75-109S（A）ナチュラル
■サイズ：75Φ×42.7㎜　■満注内容量：109.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦625×横451×全高404㎜/15.2㎏
■入り数：3,000

15

3

LR75-70S ナチュラル
■サイズ：75.2Φ×26.8㎜　■満注内容量：71.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦625×横451×全高404㎜/14.9㎏
■入り数：3,900

4

LR75-78WS
■サイズ：75.0Φ×29.2㎜　■満注内容量：80.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：W
■ダンボール：縦625×横451×全高404㎜/12.8㎏
■入り数：3,300

6
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75Φ
シリーズ
（受注生産品）

LR75-62S ミニドーナツ
■サイズ：75Φ×24.8㎜　■満注内容量：62.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：N
■ダンボール：縦625×横451×全高404㎜/11.4㎏
■入り数：2,850

2

LR75-62S トウメイ
■サイズ：75Φ×23.2㎜　■満注内容量：62.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦625×横451×全高404㎜/9.2㎏
■入り数：2,700

1



LR95-112T 台形ソコフラット
■サイズ：95Φ×26.5㎜　■満注内容量：113.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦566×横476×全高395㎜/10.0㎏
■入り数：1,600

4

LR95-110TA ロッカク
■サイズ：95Φ×25.4㎜　■満注内容量：110.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦566×横526×全高350㎜/9.8㎏
■入り数：1,600

LR95-125TA トウメイ
■サイズ：95Φ×30.2㎜　■満注内容量：130.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦546×横476×全高395㎜/10.0㎏
■入り数：1,600

7

LR95-120T ドーナッツ
■サイズ：95Φ×30.0㎜　■満注内容量：122.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦546×横476×全高395㎜/11.1㎏
■入り数：1,600

11

LR95-140T トウメイ
■サイズ：95Φ×38.2㎜　■満注内容量：140.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦566×横476×全高395㎜/9.2㎏
■入り数：1,600

10

LR95-127T ナチュラル
■サイズ：95Φ×30.1㎜　■満注内容量：127.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦546×横476×全高395㎜/11.0㎏
■入り数：2,000

9

LR95-125TH ナチュラル
■サイズ：95Φ×29.8㎜　■満注内容量：127.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦606×横411×全高389㎜/10.0㎏
■入り数：1,600

LR95-150TC トウメイ
■サイズ：95Φ×36.3㎜　■満注内容量：149.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦546×横476×全高395㎜/8.7㎏
■入り数：1,500

14

LR95-150T ナチュラル
■サイズ：95Φ×36.7㎜　■満注内容量：152.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦566×横476×全高395㎜/10.0㎏
■入り数：1,500

13

LR95-147T ダイヤ
■サイズ：95Φ×40.5㎜　■満注内容量：147.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦566×横476×全高395㎜/11.3㎏
■入り数：1,600

LR95-145T トウメイ
■サイズ：95Φ×40.3㎜　■満注内容量：147.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦566×横476×全高395㎜/9.6㎏
■入り数：1,500

17

LR95-180T ナチュラル
■サイズ：95Φ×44.4㎜　■満注内容量：180.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦566×横476×全高395㎜/9.6㎏
■入り数：1,500

16

15

LR95-160T シタカク
■サイズ：95Φ×49.2㎜　■満注内容量：157.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦596×横476×全高395㎜/11.2㎏
■入り数：1,600

95Φ
シリーズ
（受注生産品）

3

LR95-110T トウメイ
■サイズ：95Φ×28.4㎜　■満注内容量：110.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦566×横476×全高395㎜/12.5㎏
■入り数：1,600

2

LR95-100T ダイヤ
■サイズ：95Φ×24.9㎜　■満注内容量：100.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦566×横476×全高395㎜/12.5㎏
■入り数：1,600

1

5

LR95-120T ドーナッツトウメイ
■サイズ：95.4Φ×29.7㎜　■満注内容量：119.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦546×横476×全高395㎜/11.2㎏
■入り数：1,600

6

8

12

LR95-180TB タートル
■サイズ：95Φ×45.3㎜　■満注内容量：180.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦596×横476×全高374㎜/12.0㎏
■入り数：1,600

LR95-180TC ダイヤ
■サイズ：95Φ×47.8㎜　■満注内容量：184.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦596×横476×全高395㎜/10.0 ㎏
■入り数：1,500

18

41TOK A N KOGYO Products Catalogue

19

LR95-190T ネジレ
■サイズ：95Φ×62.2㎜　■満注内容量：191.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦596×横476×全高395㎜/12.7㎏
■入り数：1,500



LR100-275 ムジ
■サイズ：100Φ×49.0㎜　■満注内容量：277.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦606×横411×全高369㎜/6.8㎏
■入り数：960

1716

LR100-295 ムジ
■サイズ：100Φ×54.5㎜　■満注内容量：298.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦606×横411×全高369㎜/6.4㎏
■入り数：960

LR100-FC（A-PET）
■サイズ：100Φ×8.4（被せ蓋）㎜　■満注内容量：―
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦616×横521×全高434㎜/6.6㎏
■入り数：2,000

18

LR100-455 ムジ
■サイズ：100Φ×85.0㎜　■満注内容量：457.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦606×横411×全高369㎜/7.3㎏
■入り数：720

LR100- IC -F
■サイズ：100Φ×12.5（落とし蓋）㎜　■満注内容量：―
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：N
■ダンボール：縦606×横411×全高369㎜/6.0㎏
■入り数：2,400

3

LR95-210T ムジ
■サイズ：95Φ×61.3㎜　■満注内容量：203.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦566×横476×全高395㎜/12.5㎏
■入り数：1,500

4

LR95-200TZ ナチュラル
■サイズ：95Φ×54.7㎜　■満注内容量：200.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦596×横476×全高395㎜/14.0㎏
■入り数：1,600

LR95-200T ナチュラル
■サイズ：95Φ×50.1㎜　■満注内容量：195.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦566×横476×全高395㎜/11.1㎏
■入り数：1,500

2

LR95-246T ソコフラット
■サイズ：95Φ×58.9㎜　■満注内容量：242.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦596×横476×全高395㎜/12.5㎏
■入り数：1,500

9

LR95-240T フルーツ
■サイズ：95Φ×61.9㎜　■満注内容量：240.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦596×横476×全高395㎜/12.5㎏
■入り数：1,500

5

LR95-224T トウメイ
■サイズ：95.4Φ×56.7㎜　■満注内容量：224㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦596×横476×全高395㎜/12.7㎏
■入り数：1,500

LR95-FC（A-PET）
■サイズ：95Φ×6.0㎜　■満注内容量：―
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦516×横356×全高609㎜/7.5㎏
■入り数：2,400

LR95- IC
■サイズ：95Φ×10.6（落とし蓋）㎜　■満注内容量：―
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：N
■ダンボール：縦591×横506×全高359㎜/7.2㎏
■入り数：3,000

1110

15

LR100-250 ムジ
■サイズ：100Φ×44.3㎜　■満注内容量：246.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦606×横411×全高369㎜/6.7㎏
■入り数：1,080

14

LR100-241（A）
■サイズ：100Φ×43.4㎜　■満注内容量：242.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦606×横411×全高369㎜/6.7㎏
■入り数：960

100Φ
シリーズ
（受注生産品）

7

LR95-235T トウメイ
■サイズ：95.4Φ×58.3㎜　■満注内容量：235.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦596×横476×全高395㎜/13.2㎏
■入り数：1,500

6

LR95-240TA トウメイ
■サイズ：95.4Φ×62.2㎜　■満注内容量：240.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦596×横476×全高395㎜/10.8㎏
■入り数：1,500

8

1312

LR95-193T フラット
■サイズ：95Φ×58.7㎜　■満注内容量：193.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦566×横476×全高395㎜/12.3㎏
■入り数：1,500

1
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4

LR71-120 トール
■サイズ：70.4Φ×73.5㎜　■満注内容量：123.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦521×横436×全高299㎜/12.4㎏
■入り数：1,440

2

6

LR75-100S ボトムアップ
■サイズ：75Φ×48.5㎜　■満注内容量：101.5㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦606×横440×全高299㎜/14.6㎏
■入り数：2,400

LR74-64WR ボトムアップ
■サイズ：74Φ×29.0㎜　■満注内容量：65.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：Ｗ
■ダンボール：縦556×横451×全高384㎜/12.1㎏
■入り数：3,000

5

LR71-160 トール
■サイズ：71Φ×85.2㎜　■満注内容量：163.5㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦521×横436×全高299㎜/9.8㎏
■入り数：1,200

3

LR71-267N
■サイズ：70.4Φ×108.9㎜　■満注内容量：264.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：N
■ダンボール：縦596×横476×全高395㎜/9.8㎏
■入り数：960

LR-130F（A-PET）
■サイズ：130Φ×28.5（被せ蓋）㎜　■満注内容量：―
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦690×横360×全高560㎜/7.8㎏
■入り数：1,000

LR130-960 ムジ
■サイズ：130Φ×97.2㎜　■満注内容量：960.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦660×横560×全高430㎜/10.7㎏
■入り数：660

8

LR130-870 ムジ
■サイズ：130Φ×86.2㎜　■満注内容量：866.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦660×横560×全高430㎜/12.0㎏
■入り数：700

その他
丸カップ
（受注生産品）

1

7
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8

LS126-F（A-PET）
■サイズ：127.1×12.9（被せ蓋）㎜　■満注内容量：―
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦646×横416×全高544㎜/8.2㎏
■入り数：1,200

LS126-500 ムジ
■サイズ：126×126×57.5㎜　■満注内容量：560.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦576×横510×全高507㎜/10.0㎏
■入り数：640

7

11

LS113-225WT
■サイズ：114×114×34.2㎜　■満注内容量：227.0 ㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：W
■ダンボール：縦600×横370×全高480㎜/12.8㎏
■入り数：1,200

10

LS113-180T
■サイズ：114×114×29.4㎜　■満注内容量：192.5㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦600×横370×全高480㎜/11.2㎏
■入り数：1,200

9

LA180×118-490WT
■サイズ：179.6×119.2×40.0㎜　■満注内容量：484.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：W
■ダンボール：縦566×横476×全高365㎜/10.5 ㎏
■入り数：630

14

LS115-200T ムジ
■サイズ：114.5×114.5×25.7㎜　■満注内容量：215.0 ㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦531×横471×全高359㎜/19.8㎏
■入り数：1,200

1312

LS113-325WT
■サイズ：114×114×51.6㎜　■満注内容量：329.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：W
■ダンボール：縦606×横361×全高469㎜/15.4㎏
■入り数：1,200

LS113-270WT
■サイズ：114×114×42.2㎜　■満注内容量：272.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：W
■ダンボール：縦625×横350×全高360㎜/12.7㎏
■入り数：1,200

16

15

LS115-315 トウメイ
■サイズ：115×115×37.0㎜　■満注内容量：300.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦625×横350×全高360㎜/8.9 ㎏
■入り数：900

LS115-270 トウメイ
■サイズ：115×115×31.8㎜　■満注内容量：265.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦625×横350×全高360㎜/9.6 ㎏
■入り数：900

LS126-930 ムジ
■サイズ：126×126×92.1㎜　■満注内容量：933.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦611×横416×全高506㎜/11.4㎏
■入り数：640

18

LS126-780 ムジ
■サイズ：126×126×84.0㎜　■満注内容量：780.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦576×横510×全高507㎜/10.9㎏
■入り数：640

17

LA76×58-68T
■サイズ：76×58×29.0㎜　■満注内容量：71.8㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦580×横315×全高300㎜/9.6㎏
■入り数：2,000

2

LA76×58-72T
■サイズ：76×58×28.0㎜　■満注内容量：73.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦580×横315×全高300㎜/10.0㎏
■入り数：2,000

3

その他
角カップ
（受注生産品）

5

LA115×87-345
■サイズ：115×87×60.3㎜　■満注内容量：343.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦580×横480×全高370㎜/12.2㎏
■入り数：1,100

4

LA180×118-370WT
■サイズ：179.7×118.4×29.4㎜　■満注内容量：360.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：Ｗ
■ダンボール：縦566×横476×全高365㎜/8.8㎏
■入り数：630

6

LA115×87-500
■サイズ：115×87×75.4㎜　■満注内容量：491.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦562×横539×全高574㎜/12.0㎏
■入り数：1,200
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LS70-91T ナチュラル
■サイズ：70×70×31.0㎜　■満注内容量：91㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦640×横373×全高355㎜/11.8㎏
■入り数：2,500



2

LR59-43S シタカク

6

LR59-55S ソコダエン
■サイズ：59Φ×35.5㎜　■満注内容量：55.3㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦566×横345×全高300㎜/8.2㎏
■入り数：2,250

9

LR59-60S ハナガラ
■サイズ：59Φ×37.3㎜　■満注内容量：60.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦566×横345×全高300㎜/7.6㎏
■入り数：2,100

4

LR59-50S ドーム

■サイズ：59Φ×27.5㎜　■満注内容量：43.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦566×横345×全高300㎜/6.4㎏
■入り数：2,100

3

LR59-44W ホワイト
■サイズ：59Φ×30.0㎜　■満注内容量：44.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：W
■ダンボール：縦566×横345×全高300㎜/5.7㎏
■入り数：2,100

7

LS53-50T ムジ
■サイズ：53×53×31.7㎜　■満注内容量：51.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦582×横492×全高293㎜/9.5㎏
■入り数：3,600

LA197×148-640WR
ラミコンソフト
■サイズ：197.9×149.1×30.3㎜　■満注内容量：640.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：W
■ダンボール：縦626×横416×全高469㎜/11.3㎏
■入り数：450

121110

LA197×148-510WR
ラミコンソフト
■サイズ：197.9×149.1×23.0㎜　■満注内容量：495.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：W
■ダンボール：縦626×横416×全高469㎜/11.6㎏
■入り数：450

LA197×148-420WR
ラミコンソフト
■サイズ：197.0×148.0×19.3㎜　■満注内容量：400.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：W
■ダンボール：縦626×横416×全高469㎜/10.0㎏
■入り数：450

LA258×150-1160WR
ラミコンソフト
■サイズ：260.0×151.3×41.0㎜　■満注内容量：1160.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：W
■ダンボール：縦541×横466×全高489㎜/13.7㎏
■入り数：300

15

LA197×148-1200WR
ラミコンソフト
■サイズ：197.0×148.0×56.2㎜　■満注内容量：1196.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：W
■ダンボール：縦626×横416×全高469㎜/15.2㎏
■入り数：450

14

13

LA197×148-680WR
ラミコンソフト
■サイズ：197.9×149.1×31.8㎜　■満注内容量：685.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：W
■ダンボール：縦626×横416×全高469㎜/11.3㎏
■入り数：450

16

LR95-240THB
■サイズ：95Φ×67.3㎜　■満注内容量：234.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦596×横476×全高395㎜/12.3㎏
■入り数：1,500

LR207-3100T
■サイズ：207Φ×130.7㎜　■満注内容量：3107.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦661×横446×全高417㎜/7.2㎏
■入り数：120

コラミコン
（受注生産品）

ラミコン
ソフト
（受注生産品）

HB
（受注生産品）

1

CMC59-120 オリジナル
■サイズ：59Φ×95.0㎜　■満注内容量：120.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：N
■ダンボール：縦515×横415×全高290㎜/11.8㎏
■入り数：960

CMC
期間限定
受注生産品（            ）

8

■サイズ：59Φ×38.4㎜　■満注内容量：50.0㎖
■レトルト殺菌：○　■容器の外観：N
■ダンボール：縦566×横345×全高300㎜/9.1㎏
■入り数：3,000

5

LR59-52S ドームトウメイ
■サイズ：59Φ×36.5㎜　■満注内容量：52.0㎖
■レトルト殺菌：×　■容器の外観：T
■ダンボール：縦470×横408×全高378㎜/7.9㎏
■入り数：3,570
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トーカン・バッグ・イン・ボックス（BIB）は、
ハイバリア低臭2重フィルム製バッグと堅牢な段ボールを組み合わせた複合容器で、
バッグ内に入れた流体（液体・粉体）を輸送することができます。
フィルムは内容物に応じて最適な素材選択ができます。
飲料から、食品、酒類、工業薬品に至るまで多岐にわたって対応でき、
多段積上と快適な長距離輸送を実現しました。使用後の廃棄処理も簡単で、環境にやさしい設計です。

※その他、用途別規格キャップを数多くそろえております。

●規格サイズ　
　5ℓ、10ℓ、20ℓ

●飲料
ミネラルウォーター、コーヒー、紅茶、ウーロン茶、果汁、コーラ、クロレラなど
●食品
醤油、クリームミックス、スープ類、ソース、食酢、調味料、食用油など
●酒類
清酒、みりん、焼酎、ワインなど
●工業薬品
現像液、液体肥料、バッテリー液、蒸留水、メッキ処理液、接着剤など

●ねじタイプ

トーカン・バッグ・イン・ボックス（BIB）
B a g  i n  B O X

BIB内装袋サイズ BIB内装袋口部
●打栓タイプ

トーカン・バッグ・イン・ボックス（BIB）は多岐にわたる内容物に使用できます。

10ℓ

10ℓ

5ℓ

20ℓ
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開発商品

フィルムの種類について

●異型BIB内装袋開発事例

充填システムのご提案も可能です。

トーカン・バッグ・イン・ボックス（BIB）の特長である熱板を使用したシール方法は、
従来の直線シールだけでなく、ご用途に応じさまざまな異型シール形状も対応可能です。
容量、口部、フィルム、形状を含めお客様のニーズに合わせたBIB内装袋をご提供いたします。
お気軽にご相談ください。

ノンバリアフィルム

ハイバリアフィルム

耐ピンホール
ハイバリアフィルム

耐ピンホールフィルム

PE（ポリエチレン樹脂）
※特長：低臭PEを使用し内容物を保護します。

PE（ポリエチレン樹脂）
EVOH（酸素バリア樹脂）
※特長：酸素バリア性を保有し内容物を保護します。

PE（ポリエチレン樹脂）
O-NY（ハイバリア延伸ナイロン）
※特長：耐ピンホール性と酸素バリア性を保有し内容物を保護します。

O-NY（延伸ナイロン）
PE（ポリエチレン樹脂）
※特長：耐ピンホール性を保有し内容物を保護します。

　近年、BIBは段ボールから直接取り出し、内袋のみをミネラルウォーターサーバー機に
セット使用するロケーションが増えてきました。また、BIB製品は業務用のため原料とし
て販売されることが多々あります。
　注水口付近の斜めシールを大きくすることにより残液減少効果があり、内容量が少な
くなっても残液が出やすいように改良しています。
　トーカン・バッグ・イン・ボックス（BIB）は、使用用途に合わせてBIB形状を自由に変
更できます。 ご希望の形状をご相談お願いします。
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充塡機

パレタイザー

封緘機

製函機



CHANGSHU

Taiwan

China Japan

Philippines

Taiyo Plastic Corporation
of the Philippines

台灣東罐股份有限公司

プラスチック製品 プラスチック製品 紙コップ製品

北海道営業所

東北営業所

本社

技術開発センター

厚木工場西部営業部
静岡工場

中部営業所
小牧工場

九州営業所
福岡工場

北海道営業所

東北営業所

本社

技術開発センター

厚木工場西部営業部
静岡工場

中部営業所
小牧工場

九州営業所
福岡工場

❶
❸

❹

❺
❻ ❷

東罐興業国内事業所  関係研究所/

❸ 厚木工場

紙コップ製品

❹ 静岡工場

紙コップ製品

❺ 小牧工場

紙コップ製品
プラストコップ製品
ラミコンカップ製品

❻ 福岡工場

プラストコップ製品
ラミコンカップ製品
BIB製品

❷ 技術開発センター

開発・研究
システムサポート

❶ 本社
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東罐興業グループ
容器づくりをトータルでカバー

様々な暮らしやビジネスシーンにかかせない東罐興業グループ製品。
多種多様なジャンルで活躍しています。

●会社名 ●所在地・連絡先 ●生産/営業品目

〒141-0022
東京都品川区東五反田2-18-1 
大崎フォレストビルディング
TEL：03-4514-2130
http://www.tokan.co.jp/ntp/

段ボール製品
紙器製品
AS紙器
シクラ製品
紙管製品

〒194-0037
東京都町田市木曽西2-18-8
TEL：042-791-0611
http://www.tokan.co.jp/shosando/

紙コップ
台紙
紙スプーン

东罐（常熟）高科技容器有限公司
Tokan (Changshu) High Technology Containers Co.,Ltd.

プラスチック製品

〒105-0013
東京都港区浜松町1-2-14
TEL：03-5472-5111
http://www.tokan.co.jp/tokankousan/

農業用フィルム

Special Export Processing Zone
Gateway Business Park, Javalera,  
Gen, Trias, Cavite, Philippines
TEL：(046)433-0037

プラスチック製品

〒111-0053
東京都台東区浅草橋3-8-5
TEL：03-3862-8965
http://www.sunnap.co.jp

家庭用：
紙コップ・紙皿・お弁当用品

業務用：
紙コップ・クリアカップ他
テイクアウト容器  

No.50 Xiangjiang-Road, Dong Nan
Economic Development, 
Changshu, Jiangsu, China
TEL：0512-52331111

No.406　Sec.2,Yuaｎshan　
Rd.,Yuanshan　Township,
Yilan County 264,Taiwan（R.O.C.) 
TEL：+886(3)9230187 

〒506-2133
岐阜県高山市丹生川町北方2466-1
TEL：0577-78-0088
http://tokantakayama.sakura.ne.jp

紙容器製品
紙蓋製品

紙コップ製品

〒141-0022
東京都品川区東五反田2-18-1 
大崎フォレストビルディング
TEL：03-4514-6818
http://www.tokan.co.jp/logitech/

運送・倉庫

ＴＡＩＷＡＮ　ＴＯＫＡＮ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ



2018.04

取扱店

ご注意　
弊社都合によりカタログ掲載品の廃版及び規格変更を行う
場合がございます。表示寸法と製品寸法が異なる場合がござ
います。商品の仕様、区分を予告なく変更する場合がござい
ます。あらかじめご了承ください。

TEL.072-632-7891
TEL.011-895-7520
TEL.022-706-1733
TEL.0568-75-5313
TEL.0949-34-6031

●西部営業部
●北海道営業所
●東北営業所
●中部営業所
●九州営業所


