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QUALITY 製品へのこだわり・品質基準

弊社では、これまで多くの企業とのタンブラー・雑貨取引の中で、数百万個以上のOEM 販促品・ノベルティなど様々

な商品を製造しました。独自の品質基準・規制を設け、原材料やパーツの選定をはじめ、製品の市場調査→商品企画

→試作→生産→納品まで徹底し、検査品質基準に達した商品のみをお届けしております。

またお客様の希望に応じてライン上の全数検品や第三者全数検品を行うなど、最高品質の商品をご提供します。





持ち手幅変動可

茶こしフィルター付
真空ステンレス製ボトル
SN5004

材 質：外蓋PP+内蓋PP+ｼﾘｺﾝ、
　　　 本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　

発注品番 71183

材 質：蓋AS、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　

発注品番 71177

真空ステンレス製タンブラー
SN5007

真空ステンレス製タンブラー
SN3006-3/4

材 質：蓋AS、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　

発注品番 71178

真空ステンレス製タンブラー
SN5008-5

材 質：蓋PCTG+AS+TPR、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　

発注品番 71179

材 質：蓋PCTG、本体SUS(真空2層)　　
耐熱冷温度：100度  -10度　

①SN3006-3 発注品番 71187

②SN3006-4 発注品番 71188

広口真空ステンレス製ボトル
SN9002-3/5

真空ステンレス製タンブラー
SN5009

材 質：蓋SUS、本体SUS(真空2層)　　
　　　 耐熱冷温度：100度  -10度　

選べる蓋

①SN9002-3 発注品番 71184

②SN9002-5 発注品番 71185

① ②

① ②

ロック付カップ蓋
真空ステンレス製ボトル
SN8008

材 質：外蓋PCTG+中蓋PP+ABS、
　　　 本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　 

発注品番 71181

持ち手スリーブ付
真空ステンレス製ボトル
NB1006

材 質：蓋SUS+PP、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　 

発注品番 71176

ストラップ付
真空ステンレス製ボトル
NB1003-5

材 質：蓋PP、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　 

発注品番 71175

ロック付カップ蓋
真空ステンレス製ボトル
SN8001-4

材 質：外蓋PP+内蓋PP+ABS、
　　　 本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　

発注品番 71180

真空ステンレス製ボトル
SN3001-5

材 質：蓋SUS+PP、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　

発注品番 71171

ロック付ワンタッチ蓋
真空ステンレス製ボトル
SN8003

材 質：蓋PP、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　 

発注品番 71182

3,000個～生産注受 ■新シリーズ PICKUP 2020



材 質：蓋SUS+PP、本体SUS(真空2層)　耐熱冷温度：100度  -10度　

真空ステンレス製ボトルSN4002-3/5 ステンレス製ボトルSN4001B-6

真空ステンレス製ボトルSN5001-3/5、SN5001A-3/5

【本体】 【本体】【選べる蓋】

【本体】 【選べる蓋】

C
持ち手付蓋

A
ストロー一体型蓋

B
持ち手付蓋

【選べる蓋】

A
フラット標準蓋 標準蓋

B

C
ワンプッシュ蓋

△例／本体SN5001-5ボトル＋蓋A～C

( コールド専用、単層 )

customaize【カスタマイズボトルシリーズ】

容 量：350ml　サイズ：
①SN4002-3 発注品番 71172

材 質：蓋SUS、本体SUS　　耐熱冷温度：100度  -10度　

SN4001B-6 発注品番 71186

容 量：500ml　サイズ：
材 質：蓋PP、本体SUS(真空2層)　　耐熱冷温度：100度  -10度　

②SN4002-5 発注品番 71173

容 量：350ml　サイズ①SN5001-3 発注品番 71169

容 量：500ml　サイズ②SN5001-5 発注品番 71170

容 量：350ml　サイズ③SN5001A-3 発注品番 71167

容 量：500ml　サイズ④SN5001A-5 発注品番 71168

① ②

① ② ③ ④

D
アーチ型持ち手付蓋

E
持ち手付木製蓋

【例】本体SN4002-5ボトル＋蓋A～C 【例】本体SN4001B-35ボトル＋蓋D～E

【カスタマイズボトルシリーズ】

ご希望の本体と蓋を

お聞かせください。

【スリムボトルシリーズ】

真空ステンレス製
スリムミニボトル9282G

材 質：蓋PC、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　 

発注品番 71103

材 質：蓋PC、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　 

発注品番 71192

真空ステンレス製
スリムボトルBKS-078-023

材 質：蓋PP、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　 

発注品番 70711

真空ステンレス製
スリムミニボトル9283G

真空ステンレス製
ロック付スリムボトル
BKS-064-023

プラ製スリムロング
クリアボトルCK-8085

材 質：蓋PP、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　 

発注品番 70714

材 質：蓋SUS＋PP、本体PCTG
耐熱冷温度：100度  -10度　

発注品番 70814

プラ製 スリムミニ
クリアボトル9292J
(コールド専用 )
         

材 質：蓋PP、本体PET
耐熱冷温度：60度  -10度　

発注品番 71122

3,000 個～生産注受 ■新シリーズ PICKUP 2020



発注品番  71149 

タンブラー 612

容　量：約480ml　

材　質：蓋 AS、本体 SUS(真空2層)  
耐熱冷温度：100度  -10度　

容　量：約280ml　

容　量：約350ml
サイズ：
材　質：蓋 AS、本体 SUS(真空2層)  
耐熱冷温度：100度  -10度　 

 内側
真空ステンレス地

 

〈A〉 〈B〉 

発注品番  71146 

マグカップ6011

容　量：約350ml　
サイズ：Φ8.2(L12.7)H11.8cm 
材　質：蓋 AS、本体 SUS(真空2層) 
耐熱冷温度：100度  -10度　

発注品番  71150

タンブラ
GUO-K280/K350

人気の高い保温保冷機能を発揮する製品標準の真空ステンレス製タンブラーですが、その他にも新技術加工により本体の内側を、
お料理や味噌汁の匂いが移りが気にならない琺瑯製にすることが可能になりました。暖かいお食事や冷んやりしたお食事も美味しく長くご堪能いただけます。お気軽にご相談ください。

ステンレス or ホーローどちらがお好みですか？

同型で内側素材を選べる、新技術加工 対 応 商 品

①

① ②

発注品番  71151②

〈A〉 〈B〉

内側
   琺瑯コーティング 

 内側
真空ステンレス地

 

内側
   琺瑯コーティング 

 内側
真空ステンレス地

 

内側
   琺瑯コーティング 

琺瑯コーティング

〈A〉 〈B〉 

[ 蓋 ]

[ 蓋 ]

[ 蓋 ]

ステンレス地



■特集 バンブーファイバー

農薬や化学肥料を使わない
自然成長する素材『竹の粉 ( パウダー )』を使った
バンブー ファイバー製エコ食器シリーズ。 
表面の質感を引き出しながら耐熱性・耐久性を強化するため
コーンパウダーやメラミンを配合し、 
軽くて丈夫で使いやすいデザイン性とリーズナブルな価格で、
人気の高い生産商品シリーズです。

容 量：480ml　　サイズ：Φ9.5X13.5cm
材 質：バンブーファイバー 
耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番  70946

バンブーファイバー 製
カップ JH80439

CUP

MUG

容 量：442ml　　サイズ：Φ9X15.4cm
材 質：バンブーファイバー 
耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番  70889

バンブーファイバー製
カップ JH80125

容 量：475ml　　サイズ：Φ10X14.5cm
材 質：蓋 シリコン、本体 バンブーファイバー 
耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番  71021

バンブーファイバー製
カップ JH88189

容 量：350ml　　サイズ：Φ8.8X11.8cm
材 質：蓋シリコン、本体バンブーファイバー 
耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番  70979

バンブーファイバー製
カップ JH88418

容 量：450ml　　サイズ：Φ9X13.3cm
材 質：バンブーファイバー 
耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番  70978

バンブーファイバー 製
カップ JH80159

容 量：350ml　　サイズ：Φ8.2X10cm
材 質：バンブーファイバー 
耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番  71190

バンブーファイバー製
カップ JH80418

容 量：220ml　　サイズ：Φ7.7X6.3cm
材 質：バンブーファイバー 
耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番  71029

容 量：390ml　　サイズ：8X8X10.5cm
材 質：バンブーファイバー 
耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番  71026

容 量：570ml　　サイズ：Φ9.5X15cm
材 質：バンブーファイバー 
耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番  71083

バンブーファイバー製
マグ JH80386

バンブーファイバー製
マグ JH80168

バンブーファイバー製
キッズマグ JH80120



■特集 バンブーファイバー

●全面印刷4C台紙

●シルク印刷1C可

●パッド印刷1C可

●レーザー加工

●インクジェット４C　他

3,000個～生産注受

　　 個からの
オリジナル対応

※本体のみ1個～ ( 即日出荷可 )

【国内在庫】
■定番タンブラー・マグ・ボトル

サイズ：10X10cm
材　質：バンブーファイバー 
耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番 25173

KIDSCANISTER KIDSSET

PLATE

OTHER

サイズ：Φ27.2XH3.3cm
材　質：バンブーファイバー 
耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番 25216

サイズ：Φ17.8XH2.5cm
材　質：バンブーファイバー 
耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番 25208

材　質：バンブーファイバー 
耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番 25175

バンブーファイバー製
プレートJH80441

BOWL
バンブーファイバー製
ボウルセット

バンブーファイバー製
プレートJH80243

バンブーファイバー製
プレートJH80447

バンブーファイバー製
コースター JH80425

バンブーファイバー 製
ランチボックスJH80389

サイズ：19X12.7X6cm
材　質：バンブーファイバー 
耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番 25217

材　質：蓋PE 本体バンブーファイバー 　
耐熱冷温度：70度  -10度　

サイズ

発注品番 25163

容 量：270ml　　サイズ：Φ7.2X8.5cm
材 質：バンブーファイバー 
耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番 71028

サイズ：8.3X8.3X8.4cm
材　質：バンブーファイバー 
耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番 25177

バンブーファイバー 製
キッズカップ JH80428

●マ　グ／Φ7.7X6.3cm
●ボウル／Φ15.2X4.5cm　●プレートΦ23.2X1.8cm
●スプーン・フォーク
材 質：バンブーファイバー 　耐熱冷温度：70度  -10度　

発注品番 25229

バンブーファイバー 製
キッズ５点セットJH6211

バンブーファイバー 製
キャニスター 80373



SUS

国内在庫／■定番タンブラー・100個～



①

②

③

②①

①

②

③範囲：W22.6cm H15.9cm

①

③
②

範囲：W22.8cm H12.8cm

●本体直接印刷 シルク範囲

パッド範囲

●全面４色台紙印刷

本体参考上代／1,000円～　lot／100個～　　発注品番 70001

容　　量：300ml(＊蓋使用時の実容量 250ml) 　
サ イ
材　　質：蓋PP＋TPR、本体外AS/ 内 AS　
耐熱冷温度：90度  -20 度
標準包装：プラ袋、個箱、取説付

本体外側 本体内側台紙種：コート紙・透明PPフィルム他

プラ製 タンブラー066A
波形ボディで手にフィット。定番人気タンブラー。

【主なオリジナル対応】

●本体直接印刷 シルク範囲●全面４色台紙印刷

本体参考上代／1,100円～　lot／100個～　　発注品番 70002

容　　量：400ml( ＊蓋使用時の実容量 350ml) 
サ イ
材　　質：蓋 PP＋TPR、本体外AS/ 内 AS
耐熱冷温度：90度  -20 度
標準包装：プラ袋、個箱、取説付

本体外側 本体内側台紙種：コート紙・透明PPフィルム他

プラ製 タンブラー069A
066A のトールサイズ版。

【主なオリジナル対応】

●本体直接印刷

シルク範囲

パッド範囲

●全面４色台紙印刷

本体参考上代／1,600円～　lot／100個～　　発注品番 70116

容　　量：380ml( ＊蓋使用時の実容量 350ml) 
サ イ
材　　質：蓋 PP＋TPR、本体外AS/ 内 SUS
耐熱冷温度：100度  -20 度
標準包装：プラ袋、個箱、取説付

本体外側 本体内側台紙種：コート紙・透明PPフィルム他

ステンレス製 タンブラー253C-B

【主なオリジナル対応】

●本体直接印刷 シルク範囲

パッド範囲

●全面４色台紙印刷

本体参考上代／1,400円～　lot／100個～　　発注品番 70061

容　　量：300ml( ＊蓋使用時の実容量 290ml) 　　
サ イ
材　　質：蓋PP+TPR､本体外AS+内 SUS 
耐熱冷温度：100度  -20 度
標準包装：プラ袋、個箱、取説付

本体外側 本体内側台紙種：コート紙・透明PPフィルム他

ステンレス製 タンブラー236A
どんなデザインもスタイリッシュな雰囲気に。高級感が人気。

【主なオリジナル対応】

パッド範囲

プラ製・ス
テンレス製

 定番タンブ
ラー

国内在庫／■定番タンブラー・100個～





マグカップ
(木蓋付 ) AY013-410W

蓋木製、本体SUS

注目のマグ
カップ

●本体：シルク印刷

●木蓋：シルク印刷 or レーザー範囲

少しコジャレた生活のアクセントに。たっぷりサイズのデザイン真空マグカップ。

410ml

410ml

310m

真空ステンレス製マグカップ AY013 本体参考上代  310ml  1,800円、 本体参考上代  410ml  2,000円
lot 100個～ 　　　

【主なオリジナル対応】

※蓋色指定は2,000個以上となります。

材　質： 蓋／木製、本体／SUS、　耐熱冷温度：100度  -10度　　標準包装：プラ袋、個箱、取説付

プラ製マグカップ

SUS

プラ製マグカップ ステンレス製マグカップ

。すで品一るけだたいび慶おもに品答贈や品念記

保温保冷効果も
長く美味しい状態を
ゆるやかに

ご堪能頂けます。

国内在庫／■定番タンブラー・100個～



レーザー刻印加工
エンボス加工　他

印刷：台紙デザインについて 印刷：本体直接デザインについて

基本素材のプラ製・ステンレス製の他、バンブファイバー製・
琺瑯製・木製・環境素材など揃えております。

新技術導入により、本体の内側をステンレス地または琺瑯加工に
カスタマイズすることが可能です。対応商品は p09をご覧ください。

素材質感を活かしながら、
本体のデザイン加工が可能です。
※加工範囲は製品によって異なります。
　都度ご確認ください

内側琺瑯加工について 他 本体デザイン加工について

国内在庫・受注生産でできる様々な製品オリジナル対応。お気軽にご相談ください。



●本体・パーツ色指定

●熱転写印刷4C可

●全面印刷4C台紙

●シルク印刷1C可

●レーザー加工

●エンボス加工

●水転写印刷

●オリジナル個装箱 他

個からの
オリジナル対応

※詳細は『オリジナル生産・製作について』p21～ 参照

③① ②

ストラ
ップ付

自然な無機質な質感

【受注生産】
■ボトル・タンブラー・
　マグ・カップ他

発注品番 70986

容 量：350ml　サイズ：

① ② ① ②③

□真空ステンレス製 &ステンレス製

ボトル

発注品番 70854
材 質：蓋 PP＋SUS他、本体 SUS　耐熱冷温度：100度  -10 度

材 質：蓋 PP＋SUS他、本体 SUS　耐熱冷温度：100度  -10 度

材 質：蓋 PP＋SUS他、本体 SUS　耐熱冷温度：100度  -10 度

真空ステンレス製ボトル 

CK-YA340② 容 量：340ml　サイズ： 

発注品番 70853CK-YA270① 

GUO-013① 

発注品番 71006

容 量：500ml　サイズ：

GUO-038②

発注品番 71007

容 量：600ml　サイズ：
材　質：蓋 PP、本体 SUS　
耐熱冷温度：100度  -10 度

GUO-039③

発注品番 71008

容 量：400ml　サイズ：

GUO-040C②

発注品番 71009

容 量：600ml　サイズ：
材　質：蓋 PP、本体 SUS　
耐熱冷温度：100度  -10 度

GUO-041C③

容 量：270ml　サイズ： 

発注品番 70855CK-YA600③ 容 量：600ml　サイズ： 

CK-YA270/340/600

真空ステンレス製ボトル GUO-013/038/039 真空ステンレス製ボトル GUO-040C/041C

発注品番  70816

容 量：350ml　サイズ： 
材 質：蓋 PP+SUS他、本体 SUS
耐熱冷温度：100度  -10 度

長い保温保冷力効果と高級感な質感が
人気のステンレスボトルシリーズ。

HBK27-035
真空ステンレス製ボトル 

日頃使いからスポーツ・アウトドアまで。
お出かけ真空ボトルシリーズバリエーション充実。

持ち運びも便利な
カバン型蓋。

シンプルな
。ルトボ覚感落洒お

真空製。



□真空ステンレス製

ボトル

生産／注受 ■真空ステンレス製ボトル・ステンレス製ボトル／3,000個～生産／注受 ■真空ステンレス製ボトル・ステンレス製ボトル／3,000個～

発注品番 70958

材 質：蓋 PP、本体 SUS( 真空２層 )　　耐熱冷温度：100度  -10 度

真空ステンレス製ロック付ボトル 

G9154G① 容 量：280ml　サイズ： 

発注品番 70897G9155G② 容 量：360ml　サイズ： 

発注品番 71017G9156G③ 容 量：480ml　サイズ： 

G9154G/55G/56G

① ② ③

スライドロックと解除は
わかりやすいアイコン付

ワンタッチで簡単オープン

 誤作動による開閉を防ぐ
  スライドロック機能付。

蓋分解ができ洗浄しやすい 真空二層ステンレス製

材 質：蓋 PP＋シリコン＋SUS、本体 SUS　　耐熱冷温度：100度  -10 度

材 質：蓋 PP＋シリコン＋SUS、本体 SUS　　耐熱冷温度：100度  -10 度

材 質：蓋 PP＋シリコン＋SUS、本体 SUS　　耐熱冷温度：100度  -10 度

発注品番 容 量：350ml　サイズ：φ7x18.2cm  70789　

発注品番 70790  

発注品番 70791

容 量：500ml　サイズ：φ7x23cm　

容 量：750ml　サイズ：φ7x28.5cm

① 

②

発注品番 70669

材 質：蓋 PP、本体 SUS、底 SUS　耐熱冷温度：100度  -10 度

材 質：蓋 PP、本体 SUS、底 SUS　耐熱冷温度：100度  -10 度

材 質：蓋 PP、本体 SUS、底 SUS　耐熱冷温度：100度  -10 度

真空ステンレス製ボトル 

BKB-035-050② 

発注品番 70772BKB-035-035① 

発注品番 70784BKB-035-070③ 

材 質：蓋 PP、本体 SUS、底 SUS　耐熱冷温度：100度  -10 度
発注品番 70877BKB-093-050④

BKB-035/050/070

① ② ③ ① ② ③④

SH876-3,5,7真空ステンレス製ボトル

スタイリッシュ
ボトル 

SH876-5

SH876-7

SH876-3

③

②

①

自然なフォルムが
使いやすい真空製の
デザインボトル。 

持ち手付

発注品番 71144

容　量：150ml　

材　質：蓋PP、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度

発注品番 71145

容　量：200ml　
サイズ：
材　質：蓋SUS、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度

発注品番 70679 発注品番 70680

容　量：280ml

材　質：蓋PP、本体SUS
耐熱冷温度：100度  -10度

容　量：360ml

材　質：蓋PP、本体SUS
耐熱冷温度：100度  -10度

BKO-063-028
真空ステンレス製ボトル

BKO-063-036
真空ステンレス製ボトル

GUO-G150
真空ステンレス製ミニボトル

GUO-Z200
真空ステンレス製ミニボトル

発注品番 00000

容　量：000ml　

材　質：蓋PP、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度

BKB-001-025

真空ステンレス製
スリムボトル

発注品番 00000

容　量：000ml　

材　質：蓋PP、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度

BKB-000-00

真空ステンレス製
ワンプッシュ中栓付スリムボトル

●シルク印刷1C可 ●レーザー加工●本体・パーツ色指定 ※詳細は『オリジナル生産・製作について』p21 参照●熱転写印刷4C可 ●全面印刷4C台紙 ●水転写印刷【主なオリジナル対応】 ●エンボス加工 ●オリジナル個装箱 他





発注品番 70739 

容　量：700ml
サイズ：
材　質：蓋AS、本体PETG
耐熱冷温度：100度  -10度

発注品番 70737

容　量：950ml
サイズ：φ7.5x26.3cm 
材　質：蓋PCTG、本体PCTG
耐熱冷温度：100度  -10度

発注品番 70740

容　量：800ml
サイズ：φ7.9 x22cm 
材　質：蓋PP＋TPR、本体PCTG 
耐熱冷温度：100度  -10度

容　量：約600ml　サイズ：ø6.4xH21.4cm
材　質：蓋PET、本体PET  
耐熱冷温度：60℃　-5℃ 

氷ストッパー付スケルトンボトル 蓋＆本体全体細やかなスケルトン メモリ付

MX-08

7360J

容　量：400ml

材 質：蓋SUS、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　 

71033

□プラ製

□プラ製

ボトル

●シルク印刷1C可 ●レーザー加工●本体・パーツ色指定 ●熱転写印刷4C可 ●全面印刷4C台紙【主なオリジナル対応】 ※詳細は『オリジナル生産・製作について』p21 参照●水転写印刷●エンボス加工 ●オリジナル個装箱 他



人気のシンプルデザイン型。ストロー付。

容 量： 500ml 
サイズ：
材 質：蓋PP、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度

容 量：550ml
サイズ：ø9.4xH17.3cm
材 質：蓋AS他、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度

持ち手＆ロック付。真空製で保温冷UP。 シャレたスケルトン蓋

真空ステンレス製 タンブラー G9129G

容量：300m  サイズ：
発注品番 70904

真空ステンレス製 タンブラー G9130G

容量：480m  サイズ：
発注品番 70905

材質：蓋PP、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度

片手で簡単フラップ式蓋。

真空ステンレス製 タンブラー GUO-031

容量：410ml 　サイズ：ø8.3xH12.8cm
材質：蓋AS、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　　

発注品番 70999

真空ステンレス製 タンブラー GUO-029

真空ステンレス製 タンブラー GUO-030
容量：200ml  サイズ：ø8xH9.7cm発注品番 70997

②

②

②

①

①

①

①

容量：350ml  サイズ：ø8.8xH11.8cm
材質：蓋AS、本体SUS( 真空 2層 )
耐熱冷温度：100度  -10 度

発注品番 70998②

真空ステンレス製 タンブラー BKO-233-018

真空ステンレス製 タンブラー BKO-233-030

容量：180ml、サイズ：Φ6.8x10.5cm 発注品番 70843①

容量：300ml、サイズ：Φ6.8x14.5cm
材質：蓋PP、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度

発注品番 70998②

容 量：470ml
サイズ：
材 質：蓋 PP＋SUS、
　　　 本体SS、ストローPP
耐熱冷温度：100度  -10度

発注品番 70710

容　量：350ml
サイズ：
材　質：蓋PP＋POM
　　　　本体SS( 真空2層 )
耐熱冷温度：100度  -10 度

5440G
真空ステンレス製タンブラー

① ②

タンブラー

□真空ステンレス製

芸術的スタイルデザイン自然フォルムの上質タンブラー



□□

発注品番 70991 70992 7099470993 70995 70996

容 量：470ml
サイズ

容 量：350ml
サイズ

容 量：470ml
サイズ

容 量：590ml
サイズ：

容 量：590ml
サイズ

容 量：700ml
サイズ：

④GUO-026③GUO-025 ⑤GUO-027 ⑥GUO-028

材　質：蓋AS他、本体 SUS( 真空２層 )　
耐熱冷温度：100度  -10 度　標準包装：プラ袋、白箱、取説付

真空ステンレス製 タンブラー GUO023/024/025/026/027/028

手にフィット
波型ボディ

スタイリッシュな
シャープ型ボディ

① GUO-023 ② GUO-024

片手で簡単
スケルトン
フラップ式蓋

シンプルな
スケルトン
フラット式蓋

サイズバリエーション。本体は波型orシャープ型

発注品番 70750

容　量：280ml
サイズ：
材　質：蓋 PP
　　　　本体 SUS( 真空２層 )　
耐熱冷温度：100 度  -10 度

BKM-125-030
真空ステンレス製タンブラー

発注品番 70749

容　量：230ml
サイズ：
材　質：蓋 PP
　　　　本体 SUS( 真空２層 )　
耐熱冷温度：100 度  -10 度

BKM-125-023
真空ステンレス製タンブラー

発注品番 70532

モレない

容　量：350ml
サイズ：ø7.6x18cm
材　質：蓋PP＋POM
　　本体外AS/ 内 SUS
耐熱冷温度：100度  -10 度

AM02-A
ステンレス製タンブラー

発注品番 70061

容　量：300ml
サイズ：
材　質：蓋PP＋TPR　
　　本体外AS/ 内 SUS
耐熱冷温度：100度  -10 度

236A
ステンレス製タンブラー

発注品番 70116

容　量：380ml
サイズ：
材　質：蓋PP＋TPR　
　　本体外AS/ 内 SUS
耐熱冷温度：100度  -10 度

253C-B
ステンレス製タンブラー

発注品番 70101

容　量：450ml
サイズ：
材　質：蓋PP
　　　　本体外AS/ 内 SUS
耐熱冷温度：100度  -10 度

009C
ステンレス製タンブラー

発注品番 70286 

容　量：280ml
サイズ：φ8.0x13.5cm 
材　質：蓋 PP
　　　　本体外AS/ 内 SUS
耐熱冷温度：100度  -10 度

SH127-2
ステンレス製タンブラー

容　量：550ml　
サイズø10.1xH20cm 
材　質：蓋AS＋SUS他、本体 SUS
耐熱冷温度：70度  -10 度　

発注品番 70900

ステンレス製タンブラー
(ストロー一体型／コールド専用 )

G9147G-A

発注品番 70479

容　量：500ml
サイズ：
材　質：蓋ABS
　　本体外AS/ 内 AS
耐熱冷温度：80度  -10 度

286
プラ製 タンブラー

発注品番 70263

容　量：450ml
サイズ：
材　質：蓋PP
　　本体外AS/ 内 AS
耐熱冷温度：80度  -10 度

4860B
プラ製 タンブラー

発注品番 70753

容　量：450ml
サイズ：
材　質：蓋PP
 　本体外AS(UV塗装 )＋内 PP
耐熱冷温度：100度  -10 度

9013D
プラ製 タンブラー

発注品番 70754

容　量：450ml
サイズ：
材　質：蓋PP
 　本体外AS(UV塗装 )＋内 PP
耐熱冷温度：100度  -10 度

9012D
プラ製 タンブラー

AY-015-500
真空ステンレス製タンブラー

発注品番 70689

容　量：500ml 
サイズ：
材　室：蓋PP＋POM、
　　　　本体SUS(真空２層)　
耐熱冷温度：100度  -10度　　

□真空ステンレス製 □真空ステンレス製

□ステンレス製

□プラ製

容　量：470ml　
サイズ：
材　質：SUS( 真空２層 )
耐熱冷温度：100度  -10 度　

発注品番 71003

GUO-035
真空ステンレス製タンブラー

容　量：350ml　
サイズ：
材　質：SUS( 真空２層 )
耐熱冷温度：100度  -10 度　

発注品番 71002

GUO-034
真空ステンレス製タンブラー

容　量：450ml　
サイズ：Φ7.8x14.5cm
材　質：SUS( 真空２層 )　
耐熱冷温度：100度  -10 度　

発注品番 70658

真空ステンレス製タンブラー  

AY012-450

発注品番 70361

容　量：330ml
サイズ：
材　質：蓋PP、本体SUS( 真空２層 )　
耐熱冷温度 ：100度  -10 度

容　量：250ml

材質：蓋AS、本体 SUS( 真空２層 )　
耐熱冷温度：100度  -10 度　

発注品番 71016

GUO-048
真空ステンレス製タンブラー

BKM-040-033
真空ステンレス製タンブラー

●シルク印刷1C可 ●レーザー加工●本体・パーツ色指定 ※詳細は『オリジナル生産・製作について』p21 参照●熱転写印刷4C可 ●全面印刷4C台紙 ●水転写印刷【主なオリジナル対応】 ●エンボス加工 ●オリジナル個装箱 他



□□

タンブラー

タンブラー

容量：300ml    サイズ：
材質：蓋PP＋AS、本体外AS/内PP
耐熱冷温度：100度  -10度

016Dプラ製 タンブラー
発注品番 70103 

容量：350ml  サイズ：ø9.4xH13.6cm 
材質：蓋 PP他、本体外AS/内PP
耐熱冷温度：100度  -10度

G9167Cプラ製 タンブラー
発注品番 70919 

容量：350ml  サイズ：ø9.4xH13.6cm 
材質：蓋 PP他、本体外AS/内PP
耐熱冷温度：100度  -10度

G9128Cプラ製 タンブラー

発注品番 70918 
容量：300m   サイズ：
材質：蓋PP、本体外AS/内AS
耐熱冷温度：80度  -10度

986プラ製 タンブラー
発注品番 70381

容量：300m  サイズ：
材質：蓋PP＋TPR、本体外AS/内AS
耐熱冷温度：80度  -10度

996プラ製 タンブラー
発注品番 70440

発注品番 70104

モレない モレない モレない

容　量：340ml
サイズ： ø7.5x17cm
材　質：蓋PP＋POM
　　本体外AS/ 内 AS
耐熱冷温度：80度  -10 度

AM01-A
プラ製 タンブラー

発注品番 70252

容　量：420ml
サイズ： ø7.5x20cm
材　質：蓋PP＋POM
　　本体外AS/ 内 AS
耐熱冷温度：80度  -10 度

AM01-C
プラ製 タンブラー

発注品番 70290

容　量：250ml

材　質：蓋 PP＋POM
　　本体外AS/ 内 AS
耐熱冷温度：80度  -10 度

AM01-D
プラ製 タンブラー

発注品番 70001

容　量：300ml

材　質：蓋 PP＋TPR
　　本体外AS/ 内 AS
耐熱冷温度：80度  -10 度

066A
プラ製 タンブラー

発注品番 70002

容　量：400ml

材　質：蓋 PP＋TPR
　　本体外AS/ 内 AS
耐熱冷温度：80度  -10 度

069A
プラ製 タンブラー

発注品番 70084

容　量：500ml
サイズ：Φ9x20cm
材　質：蓋PP
　　本体外AS/ 内 AS
耐熱冷温度：80度  -10 度

239A
プラ製 タンブラー

発注品番 70799

容　量：450ml
サイズ：φ8.3 x21cm 
材　質：蓋AS他
 　　　  本体 AS
耐熱冷温度：80度  -10 度

9032B
プラ製 タンブラー

発注品番
70920

容　量：350ml
サイズ：
材　質：蓋PP他
　　本体外AS/ 内 AS
耐熱冷温度：80度  -10 度

G9080B
プラ製 タンブラー

(ストロー付／コールド専用 )

□プラ製

生産／注受 ■真空ステンレス製ボトル・ステンレス製ボトル／3,000個～

～個000,3ーラブンタALP &製らわ麦／生産注受

ストローの語源にもなった、
植物由来原料『わら』を使用したタンブラー。
わらの粒子が表面にみえる自然素材型デザイン。

土壌に住む微生物により自然に分解される
環境に優しいポリ乳酸(PLA)製のタンブラー。
耐熱温度強化により温かいドリンクもお飲みいただけます。

※ご注意：
お見積り期間内であっても、
原材料の入手困難時や高騰のため、
価格が変動される恐れがございます。
予めご了承ください。 
生産時期・納期・価格などは、都度ご確認ください。  

②

発注品番 71155 

9291A
麦わら製タンブラー

6010B
麦わら製タンブラー

G9288A麦わら製タンブラー
発注品番 71112 

G9289A麦わら製タンブラー
発注品番 71113 

材　質：麦わら製
耐熱冷温度：100度  -10 度

□麦わら製 □ポリ乳酸製

ポリ乳酸製2層タンブラー
発注品番 71116 

材　質：ポリ乳酸 (PLA) 
耐熱冷温度：100度  -10 度

G9288A

ポリ乳酸製2層タンブラー
発注品番 71117 

G9289A

容　量：450ml 　

材　質：麦わら製
耐熱冷温度：100度  -10 度

発注品番 71079

容　量：500ml　

材　質：麦わら製
耐熱冷温度：100度  -10 度

●シルク印刷1C可 ●レーザー加工●本体・パーツ色指定 ※詳細は『オリジナル生産・製作について』p21 参照●熱転写印刷4C可 ●全面印刷4C台紙 ●水転写印刷【主なオリジナル対応】 ●エンボス加工 ●オリジナル個装箱 他



カップ

□□

□プラ製 □ステンレス製 □真空ステンレス製 □真空ステンレス製

容量：350ml､ ｻｲｽﾞΦ9.4 x13.7cm 
材質：PP
耐熱冷温度：100度  -10 度　

材質：蓋 PP、本体外AS/ 内 SS
耐熱冷温度：100度  -10 度　

容量：350ml　サイズ：
材質：SUS (真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10 度　

発注品番 70796 発注品番 71001

容量：410ml、サイズ：Φ9.5x9cm
発注品番 70688

容量：310ml、サイズ：Φ8.5x8cm
発注品番 70687

材質：SUS (真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10 度　

容量：500ml 
サイズ：
材質： 蓋AS他、本体AS　
耐熱冷温度：70度  -10 度　

発注品番 70709

容量：300ml 
サイズ：
材質： 蓋AS他、本体AS　
耐熱冷温度：70度  -10 度　

発注品番 00000

容量：490ml 
サイズ：
材質：蓋・本体AS　
耐熱冷温度：80度  -10 度　

発注品番 70827

容量：450ml  
サイズ：
材質：蓋・本体AS　
耐熱冷温度：80度  -10 度　

発注品番 70614

発注品番 70700

プラ製カップ 346A ステンレス製カップ SH125 真空ステンレス製カップ GUO-033 真空ステンレス製カップ  AY014-310/410

プラ製カップ

本体4色台紙印刷例 ストロー色指定可

(ストロー付／コールド専用 )
306A プラ製カップ

(ストロー一体型／コールド専用 )
G9138B プラ製カップ

(ストロー一体型／コールド専用 )
G9198B

プラ製クリーム型蓋カップ 

(ストロー付／コールド専用 )
MS-AS26

ステンレス製マグ -カラビナ付

ステンレス製マグ

発注品番 70800

材質：SS　耐熱冷温度：100度  -10 度

190ml・φ7x8cm①

① ② ③ ④

① ② ③ ④

③ ④発注品番 70802 290ml・φ7.8x9.3cm 発注品番 70803 400ml・φ8.8x9.5cm 

② 発注品番 70801 270ml・φ7.5x9cm

発注品番 70804

材質：SS　耐熱冷温度：100度  -10 度

190ml・φ7x8cm ①

③ ④発注品番 70806 290ml・φ7.8x9.3cm 発注品番 70807 400ml・φ8.8x9.5cm  

② 発注品番 70805 270ml・φ7.5x9cm 

マグカップ

□プラ製

受注生産／ ■プラ製カップ・真空ステンレス製カップ・ステンレス製カップ／3,000個～ 受注生産／ 真空ステンレス製マグカップ・ステンレス製マグカップ・プラ製マグカップ／3,000個～

シンプルな形とクリア品質でシャレ感を演出。プラ製の機能によって飲み物

すぐ薄まることなく美味しい状態でドリンクを長くお愉しみ頂けます。

フラット蓋・クリーム型蓋・
ストロー一体型カップ。
注目！定番人気。

①

① ② ③ ④

② ③ ④

真空ステンレス製 マグ

B0A-15-420

ステンレス製 マグ

5210E

容　量：420ml
サイズ：φ8.5(L12)x13.5cm 
材　質：蓋 PP他　本体 SS
耐熱冷温度：100度  -10 度

容　量：220ml
サイズ：
材　質：蓋 PP､本体外AS/内 SS
耐熱冷温度：100度  -10 度

発注品番 70876

□真空ステンレス製 □ステンレス製

□真空ステンレス製

□ステンレス製

発注品番 70572

真空ステンレス製 マグ
TCM-128

容　量：350ml
サイズ：φ8.5(L11.7)x8cm
材　質：SUS(真空２層)
耐熱冷温度：100度  -10 度

発注品番 71019

真空ステンレス製 マグ

5011-2

容 量：380ml　

材 質：蓋AS、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　 

発注品番 71147 

真空ステンレス製 マグ

6161

容 量：420ml　

材 質：蓋AS、本体SUS(真空2層)
耐熱冷温度：100度  -10度　

発注品番 71148

●シルク印刷1C可 ●レーザー加工●本体・パーツ色指定 ※詳細は『オリジナル生産・製作について』p21参照●熱転写印刷4C可 ●全面印刷4C台紙 ●水転写印刷【主なオリジナル対応】 ●エンボス加工 ●オリジナル個装箱 他



マグカップ

□□

□琺瑯製

□プラ製
□シリコン製

□磁器製

アウトドアから日頃使いまで、高品質で温かみのあるレトロ調な
フォルムが人気の琺瑯製品や手作り感を感じる磁器マグ。
ご予算に応じたが生産の対応が可能です。お気軽にご相談ください。

材 質：ホーロー

発注品番 70108

材 質：ホーロー

発注品番 70726

材 質：ホーロー

発注品番 70727

ZL01-70ホーロー製 マグ ZL01-80ホーロー製 マグ ZL01-90ホーロー製 マグ

材 質：ホーロー

発注品番 70837

材 質：ホーロー

発注品番 70838

材 質：ホーロー

発注品番 70839 

JH001-70ホーロー製 マグ JH002-80ホーロー製 マグ JH003-90ホーロー製 マグ

真空製ランチボックス SN-1002-3

BKF026-038SH-5010真空製ランチボックス 真空製ランチボックス

容　量：380ml　サイズ：φ8.7x14.5cm
材　質：蓋 PP、本体 SS 
耐熱冷温度：100度  -10 度

発注品番

発注品番 70861

発注品番 70695

容量：450ml サイズ：φ10x15.7cm
材質：蓋PP＋TPE、本体 SS   
耐熱冷温度：100度  -10 度

発注品番 70724 -12

材 質：ホーロ

容量：380ml サイズ：Φ9.2x10.7cm   　
材質：蓋 PP 本体 SS
耐熱冷温度：100度  -10 度

70719

12/13/14ホーロー製椀 18/20/22ホーロー製プレート

サイズ：ø12cm
発注品番 70724 -13 サイズ：ø13cm
発注品番 70724 -14 サイズ：ø14cm

発注品番 70725 -18

材 質：ホーロ

サイズ：ø1.8cm
発注品番 70725 -20 サイズ：ø2.0cm
発注品番 70725 -22 サイズ：ø2.2cm

容　量：約 950ml

　　　　折畳時 4.5cm
材　質：シリコン製

発注品番 71132

SR-S08A
シリコン製ボウル

プラ製 マグ 9015B

発注品番 70756

プラ製 マグ 237A

容量：380ml、サイズ：Φ8.1x14.5cm
材質：蓋AS 、本体外AS・内AS
耐熱冷温度：80度  -10 度　

発注品番 70262

プラ製 マグ 3360C

材質：蓋PP、本体外AS/ 内 PP
耐熱冷温度：100度  -10 度　

発注品番 70571

プラ製 マグAM22

材質：PS
耐熱冷温度：70度  -10 度　

発注品番 70632

プラ製 マグ 013D

材質：蓋PP、本体外AS/ 内 PP
耐熱冷温度：100度  -10 度　

発注品番 70062

容量：450ml、サイズ：Φ13x15cm
材質：蓋 PP、本体外AS・内AS
耐熱冷温度：80度  -10 度　

(ストロー付／コールド専用 )

●シルク印刷1C可 ●レーザー加工●本体・パーツ色指定 ※詳細は『オリジナル生産・製作について』p21 参照●熱転写印刷4C可 ●全面印刷4C台紙 ●水転写印刷【主なオリジナル対応】 ●エンボス加工 ●オリジナル個装箱 他

磁器製 マグ

容　量：約350ml　
サイズ：Φ9.5x10.5cm
材　質：陶磁器
耐熱冷温度：100度  -10 度　

発注品番 21326

真空製ランチボックス GUO-036

真空製ランチボックス GUO-037

発注品番 71004 ①容　量：280ml　サイズ：φ9.4x5.5cm 

発注品番 71005 ②容　量：420ml　サイズ：φ9.4x7.5cm 

① ②



〒150-0046 東京都渋谷区松濤 1-28-2 WORK COURT渋谷松濤

衛 生 用 品 ・ 感 染 対 策 グッズ

弊社では、グッズ製品の生産供給のノウハウを活かして、マスク・空気清浄機・
補助食品などの衛生商品を提供しております。今年はコロナ問題による対策
として安全性に考慮した対策グッズの限定生産を開始しております。
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松濤文化村ストリート

株式会社二友・CARART

東急百貨店
本 店

松濤郵便局前

地下鉄各線渋谷駅 A2


