
カテゴリー JAN 商品名 規格

4945247266733 ポリプロピレン収納ケース・引出式・横ワイド・小 Ｖ）約幅５５×奥行４４．５×高さ１８ｃｍ

4945247266740 ポリプロピレン収納ケース・引出式・横ワイド・大 Ｖ）約幅５５×奥行４４．５×高さ２４ｃｍ

4548718182800 ポリプロピレン収納ケース・引出式・横ワイド・深 （Ｖ）約幅５５×奥行４４．５×高さ３０ｃ

4547315112104 ポリプロピレン衣装ケース・引出式・小 （Ｖ）約幅４０ｘ奥行６５ｘ高さ１８ｃｍ

4547315112098 ポリプロピレン衣装ケース・引出式・大 （Ｖ）約幅４０ｘ奥行６５ｘ高さ２４ｃｍ

4547315112081 ポリプロピレン衣装ケース・引出式・深 （Ｖ）約幅４０ｘ奥行６５ｘ高さ３０ｃｍ

4547315236640 ポリプロピレンクローゼットケース・引出式・小 （Ｖ）約幅４４×奥行５５×高さ１８ｃｍ

4547315199709 ポリプロピレンクローゼットケース・引出式・大 （Ｖ）約幅４４×奥行５５×高さ２４ｃｍ

4547315199693 ポリプロピレンクローゼットケース・引出式・深 （Ｖ）約幅４４×奥行５５×高さ３０ｃｍ

4547315199686 ポリプロピレン収納ケース・引出式・小 Ｖ）約幅３４×奥行４４．５×高さ１８ｃｍ

4547315527021 ポリプロピレン収納ケース・引出式・大 Ｖ）約幅３４×奥行４４．５×高さ２４ｃｍ

4547315237005 ポリプロピレン収納ケース・引出式・深 Ｖ）約幅３４ｘ奥行４４．５ｘ高さ３０ｃｍ

4550182243925 ポリプロピレン収納ケース・横ワイド・大・３段 約幅５５×奥行４４．５×高さ６７．５ｃｍ

4550182243932 ポリプロピレン収納ケース・横ワイド・大・４段 約幅５５×奥行４４．５×高さ９０ｃｍ

4550182219418 ポリプロピレン収納ボックス・中 幅３７×奥行２５×高さ１６ｃｍ

4550182620795 ポリプロピレン収納ボックス・中・ホワイトグレー 幅３７×奥行２５×高さ１６ｃｍ

4550182219401 ポリプロピレン収納ボックス・深 幅３７×奥行２５×高さ３１．５ｃｍ

4550182620788 ポリプロピレン収納ボックス・深・ホワイトグレー 幅３７×奥行２５×高さ３１．５ｃｍ

4550182219333 ポリプロピレン収納ボックス・ワイド・中 幅５０．５×奥行３７×高さ１６ｃｍ

4550182620764 ポリプロピレン収納ボックス・ワイド・中・ホワイトグレー 幅５０．５×奥行３７×高さ１６ｃｍ

4550182219326 ポリプロピレン収納ボックス・ワイド・深 幅５０．５×奥行３７×高さ３１．５ｃｍ

4550182620757 ポリプロピレン収納ボックス・ワイド・深・ホワイトグレー 幅５０．５×奥行３７×高さ３１．５ｃｍ

4550182219449 ポリプロピレン収納ボックス・インナートレー 幅３５×奥行２３×高さ５．５ｃｍ

4550182620818 ポリプロピレン収納ボックス・インナートレー・ホワイトグレー 幅３５×奥行２３×高さ５．５ｃｍ

4550182219432 ポリプロピレン収納ボックス用フタ 幅３７．５×奥行２５．５×高さ２．５ｃｍ

4550182620801 ポリプロピレン収納ボックス用フタ・ホワイトグレー 幅３７．５×奥行２５．５×高さ２．５ｃｍ

4550182219357 ポリプロピレン収納ボックス・ワイド用フタ 幅５１×奥行３７．５×高さ２．５ｃｍ

4550182620771 ポリプロピレン収納ボックス・ワイド用フタ・ホワイトグレー 幅５１×奥行３７．５×高さ２．５ｃｍ

4548076748977 ポリプロピレンケース・引出式・浅型 （Ｖ）約幅２６×奥行３７×高さ１２ｃｍ

4548076748984 ポリプロピレンケース・引出式・浅型・２個（仕切付） （Ｖ）約幅２６×奥行３７×高さ１２ｃｍ

4548076748991 ポリプロピレンケース・引出式・浅型・３段 Ｖ）約幅２６×奥行３７×高さ３２．５ｃｍ

4548076749004 ポリプロピレンケース・引出式・浅型・６個（仕切付） Ｖ）約幅２６×奥行３７×高さ３２．５ｃｍ

4548076749011 ポリプロピレンケース・引出式・深型 （Ｖ）約幅２６×奥３７×高１７．５ｃｍ

4548076749028 ポリプロピレンケース・引出式・深型・２個（仕切付） （Ｖ）約幅２６×奥３７×高１７．５ｃｍ

4548076749035 ポリプロピレンケース引出式ハーフ・深型・１個（仕切付） （Ｖ）約幅１４×奥３７×高１７．５ｃｍ

4548076749066 ポリプロピレンケース引出式・薄型・縦 （Ｖ）約幅２６ｘ奥行３７ｘ高さ９ｃｍ

4548076749073 ポリプロピレンケース引出式・薄型・２段 （Ｖ）約幅２６ｘ奥３７ｘ高１６．５ｃｍ

4945247152012 ポリプロピレンケース・引出式・深型・４段キャスター付 約幅２６×奥３７×高さ７０ｃｍ

4945247152043 ポリプロピレンケース・引出式・浅型・６段キャスター付 約幅２６×奥３７×高さ６７ｃｍ

4945247152067 ポリプロピレンケース・引出式・薄型・９段キャスター付 約幅２６×奥３７×高７２ｃｍ

4548076749042 ポリプロピレンケース引出式ハーフ・浅型・１個（仕切付） （Ｖ）約幅１４×奥行３７×高さ１２ｃｍ

4547315253579 ポリプロピレンケース・引出式・浅型・ホワイトグレー （Ｖ）約幅２６×奥行３７×高さ１２ｃｍ

4547315253586 ポリプロピレンケース・引出式・深型・ホワイトグレー （Ｖ）約幅２６×奥３７×高１７．５ｃｍ

4550002108304 ポリプロピレンケース・引出式・浅型・２個（仕切付）・ホワイトグレー 約幅２６×奥行３７×高さ１２ｃｍ

4550002108274 ポリプロピレンケース・引出式・深型・２個（仕切付）・ホワイトグレー 約幅２６×奥行３７×高さ１７．５ｃｍ

4550002108281 ポリプロピレンケース・引出式・薄型・縦・ホワイトグレー 約幅２６ｘ奥行３７ｘ高さ９ｃｍ

4550002108335 ポリプロピレンケース・引出式・横ワイド・薄型・ホワイトグレー 約幅３７×奥行２６×高さ９ｃｍ

4550002118990 ポリプロピレンケース・引出式・横ワイド・薄型・２個・ホワイトグレー 約幅３７×奥行２６×高さ９ｃｍ

4550002108328 ポリプロピレンケース・引出式・横ワイド・浅型・ホワイトグレー 約幅３７×奥行２６×高さ１２ｃｍ

4550002108311 ポリプロピレンケース・引出式・横ワイド・深型・ホワイトグレー 約幅３７×奥行２６×高さ１７．５ｃｍ

4547315253753 ポリプロピレンケース引出式・横ワイド・薄型 幅３７×奥行２６×高さ９ｃｍ

4547315253777 ポリプロピレンケース引出式・横ワイド・薄型２個 幅３７×奥行２６×高さ９ｃｍ

4547315253784 ポリプロピレンケース引出式・横ワイド・浅型 幅３７×奥行２６×高さ１２ｃｍ

4547315253791 ポリプロピレンケース引出式・横ワイド・深型 幅３７×奥行２６×高さ１７．５ｃｍ

4549337494152 ポリプロピレンフタが選べるダストボックス・小（２０Ｌ袋用） 袋止付・約幅１９×奥行４１×高さ３７ｃｍ

4549337494169 ポリプロピレンフタが選べるダストボックス・大（３０Ｌ袋用） 袋止付・約幅１９×奥行４１×高さ５４ｃｍ

4549337494268 ポリプロピレンフタが選べるダストボックス用フタ・縦開き用 約幅２０．５×奥行４２×高さ３ｃｍ

4549337494176 ポリプロピレンフタが選べるダストボックス用フタ・横開き用 約幅２２．５×奥行４２×高さ３ｃｍ

4550182577242 ポリプロピレンフタが選べるダストボックス用フタ ロック付き

4550182577259 ポリプロピレンフタが選べるダストボックス用フタ 簡易タイプ

4550182577266 ポリプロピレンフタが選べるダストボックス用フタ スライド窓付き横開き用

4550344593486 再生ポリプロピレン入りフタが選べるダストボックス 小／袋止付

4550344593493 再生ポリプロピレン入りフタが選べるダストボックス 大／袋止付

4550344593516 再生ポリプロピレン入りフタが選べるダストボックス用フタ 縦開き用

4550344593509 再生ポリプロピレン入りフタが選べるダストボックス用フタ 横開き用

4550344901823 ポリプロピレンフタが選べるダストボックス 小／袋止付

4550344901830 ポリプロピレンフタが選べるダストボックス 大／袋止付

4550344901847 ポリプロピレンフタが選べるダストボックス用フタ 横開き用

4550344901854 ポリプロピレンフタが選べるダストボックス用フタ 縦開き用

4550344901861 ポリプロピレンフタが選べるダストボックス用フタ スライド窓付き横開き

4550344551684 ポリプロピレンダストボックス　フタ付き 小／黒

4550344551691 ポリプロピレンダストボックス　フタ付き 大／黒

4549337556904 ポリプロピレンごみ箱・角型・ミニ（約０．９Ｌ） 約幅７×奥行１３．５×高１４ｃｍ

4549337556898 ポリプロピレンごみ箱・角型・袋止め付／小（約３Ｌ） 約幅１０×奥行１９．５×高２０ｃｍ

4549337556843 ポリプロピレンごみ箱・角型・袋止め付／大（約１１Ｌ） 約幅１５．５×奥行３０×高３１ｃｍ

収納ボックス

ふたが選べるダストボックス
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4550344620816 ポリプロピレン頑丈収納ボックス ミニ　２２Ｌ

4550344620823 ポリプロピレン頑丈収納ボックス 小　３０Ｌ

4550344620830 ポリプロピレン頑丈収納ボックス 大　５０Ｌ

4550344620847 ポリプロピレン頑丈収納ボックス 特大　７０Ｌ

4550512892427 ポリプロピレン頑丈収納ボックス　ダークグレー 小　３０Ｌ

4550512892458 ポリプロピレン頑丈収納ボックス　ダークグレー 大　５０Ｌ

4550512892489 ポリプロピレン頑丈収納ボックス　ダークグレー 特大　７０Ｌ

4550002555696 ポリプロピレンスタンドファイルボックス・Ａ４用 約幅１０×奥行２７．６×高さ３１．８ｃｍ

4550002481636 ポリプロピレンスタンドファイルボックス・Ａ４用・ホワイトグレー 約幅１０×奥行２７．６×高さ３１．８ｃｍ

4549738907633 ポリプロピレンスタンドファイルボックス・ワイド・Ａ４用 約幅１５×奥行２７．６×高さ３１．８ｃｍ

4549738907565 ポリプロピレンスタンドファイルボックス・ワイド・Ａ４用・ホワイトグレー 約幅１５×奥行２７．６×高さ３１．８ｃｍ

4550002555702 ポリプロピレンファイルボックス・スタンダードタイプ・Ａ４用 約幅１０×奥行３２×高さ２４ｃｍ

4550002481629 ポリプロピレンファイルボックス・スタンダードタイプ・Ａ４用・ホワイトグレー 約幅１０×奥行３２×高さ２４ｃｍ

4549738907596 ポリプロピレンファイルボックス・スタンダードタイプ・ワイド・Ａ４用 約幅１５×奥行３２×高さ２４ｃｍ

4549738907602 ポリプロピレンファイルボックス・スタンダードタイプ・ワイド・Ａ４用ホワイトグレー 約幅１５×奥行３２×高さ２４ｃｍ

4549738996453 ポリプロピレンファイルボックス・スタンダードタイプ・１／２ 約幅１０×奥行３２×高さ１２ｃｍ

4549738996446 ポリプロピレンファイルボックス・スタンダードタイプ・ホワイトグレー・１／２ 約幅１０×奥行３２×高さ１２ｃｍ

4550002553043 ポリプロピレンファイルボックス・スタンダードタイプ・ワイド・１／２ 約幅１５×奥行３２×高さ１２ｃｍ

4550002553050 ポリプロピレンファイルボックス・スタンダードワイド・ホワイトグレー・１／２ 約幅１５×奥行３２×高さ１２ｃｍ

4550002553067 ポリプロピレンファイルボックススタンダード・幅２５ｃｍタイプ・１／２ 約奥行３２×高さ１２ｃｍホワイトグレー

4550002553074 ポリプロピレンファイルボックススタンダード・幅２５ｃｍタイプ 約奥行３２×高さ２４ｃｍホワイトグレー

4550002553081 ポリプロピレンファイルボックススタンダード用キャスターもつけられるフタ 幅１０ｃｍ用・クリア

4550002553098 ポリプロピレンファイルボックススタンダード用キャスターもつけられるフタ 幅１０ｃｍ用・ホワイトグレー

4550002553104 ポリプロピレンファイルボックススタンダード用キャスターもつけられるフタ 幅１５ｃｍ用・クリア

4550002553111 ポリプロピレンファイルボックススタンダード用キャスターもつけられるフタ 幅１５ｃｍ用・ホワイトグレー

4550002553135 ポリプロピレンファイルボックススタンダード用キャスターもつけられるフタ 幅２５ｃｍ用・ホワイトグレー

4547315915453 ポリプロピレン収納キャリーボックス・ワイド 約幅１５×奥行３２×高さ８ｃｍ

4549337035508 ポリプロピレン収納キャリーボックス・ワイド・ホワイトグレー 約幅１５×奥行３２×高さ８ｃｍ

4549738654834 ポリプロピレン持ち手付きファイルボックス・スタンダードタイプ 約幅１０×奥行３２×高さ２８．５ｃｍ

4549738699019 ポリプロピレン持ち手付きファイルボックス・スタンダードタイプ・ホワイトグレー 約幅１０×奥行３２×高さ２８．５ｃｍ

4934761164458 ポリプロピレン小物収納ボックス３段・Ａ４タテ 約幅１１×奥行２４．５×高さ３２ｃｍ

4934761154909 ポリプロピレン小物収納ボックス６段・Ａ４タテ 約幅１１×奥行２４．５×高さ３２ｃｍ

4550182504392 ポリプロピレン小物収納ボックス３段・ホワイトグレー 約幅１１×奥行２４．５×高さ３２ｃｍ

4550182504385 ポリプロピレン小物収納ボックス６段・ホワイトグレー 約幅１１×奥行２４．５×高さ３２ｃｍ

4549738996477 ポリプロピレンファイルボックス用・ポケット 約幅９０×奥行４０×高さ１００ｍｍ

4549738996484 ポリプロピレンファイルボックス用・ペンポケット 約幅４０×奥行４０×高さ１００ｍｍ

4549738996491 ポリプロピレンファイルボックス用・仕切付ポケット 約幅９０×奥行４０×高さ５０ｍｍ

4547315746644 ポリプロピレン整理ボックス１ 約幅８．５×奥行８．５×高さ５ｃｍ

4547315746668 ポリプロピレン整理ボックス３ 約幅１７×奥行２５．５×高さ５ｃｍ

4547315746651 ポリプロピレン整理ボックス２ 約幅８．５×奥行２５．５×高さ５ｃｍ

4547315746675 ポリプロピレン整理ボックス４ 約幅１１．５×奥行３４×高さ５ｃｍ

4549337495548 ポリプロピレンメイクボックス 約１５０×２２０×１６９ｍｍ

4549337495555 ポリプロピレンメイクボックス・１／２ 約１５０×２２０×８６ｍｍ

4549337495562 ポリプロピレンメイクボックス・１／４ 約１５０×２２０×４５ｍｍ

4549337495586 ポリプロピレンメイクボックス・１／２横ハーフ 約１５０×１１０×８６ｍｍ

4549337497665 ポリプロピレンコットン・綿棒ケース 約１０７×７２×７７ｍｍ

4549337497672 ポリプロピレンブラシ・ペンシルスタンド 約７１×７１×１０３ｍｍ

4549337497764 ポリプロピレンメイクボックス・１／４横ハーフ 約１５０×１１０×４５ｍｍ

4550344310199 ポリプロピレンメイクボックス・縦＋１／４ 約１５０×２２０×２１０ｍｍ

4550182576153 ポリプロピレンメイクボックス用フタ・Ｌ 約１５７×２３２×２０ｍｍ

4550182576160 ポリプロピレンメイクボックス用フタ・Ｓ 約１１７×１５７×２０ｍｍ

4945247686685 ポリプロピレンキャリーボックス・小 Ｖ）約幅２５．５×奥３６×高１６．５ｃｍ

4945247686708 ポリプロピレンキャリーボックス・折りたたみ式・小 Ｖ）約幅３６×奥２５．５×高１６．５ｃｍ

4945247686715 ポリプロピレンキャリーボックス・折りたたみ式・大 （Ｖ）約幅３６×奥５１×高２４．５ｃｍ

4548718723676 ポリプロピレンキャリーボックス・ロック付・小 約幅２５．５×奥行３７×高さ１６．５ｃｍ

4548718723690 ポリプロピレンキャリーボックス・ロック付・大 約幅３６×奥行５２×高さ１６．５ｃｍ

4934761793016 ポリプロピレンキャリーボックス・ロック付・小・薄型 幅２５．５×奥行３７×高さ８．５ｃｍ

4934761793030 ポリプロピレンキャリーボックス・ロック付・小・深型 幅２５．５×奥行３７×高さ３３ｃｍ

4548718723713 ポリプロピレンキャリーボックス・ロック付・深 約幅３６×奥行５２×高さ３３ｃｍ

4550182243949 ポリプロピレン収納ラック・薄型 幅３７×奥行２６×高さ９ｃｍ

4550182243956 ポリプロピレン収納ラック・深型 幅３７×奥行２６×高さ１７．５ｃｍ

4550182243963 ポリプロピレン収納ラック・深大型 幅３７×奥行２６×高さ２６ｃｍ

4547315253807 ポリプロピレン組立式ワゴン・キャスター付・３段 幅２９×奥行４１．５×高さ８３ｃｍ

4547315521821 ポリプロピレンストッカー４段・キャスター付 （Ｖ）約幅１８×奥行４０×高さ８３ｃｍ

4547315880188 ポリプロピレンストッカーキャスター付き・１ （Ｖ）約幅１８×奥行４０×高さ８３ｃｍ

4547315880195 ポリプロピレンストッカーキャスター付き・２ （Ｖ）約幅１８×奥行４０×高さ８３ｃｍ

4945247721584 ポリプロピレン追加用ストッカー （Ｖ）約幅１８×奥行４０×高さ２１ｃｍ

4547315880171 ポリプロピレン追加用ストッカー・浅型 （Ｖ）約幅１８×奥行４０×高さ１１ｃｍ

4547315880164 ポリプロピレン追加用ストッカー・深型 Ｖ）約幅１８×奥行４０×高さ３０．５ｃｍ

4548718421541 ポリプロピレンデスク内整理トレー１ 約１００ｘ１００ｘ４０ｍｍ

4548718421558 ポリプロピレンデスク内整理トレー２ 約１００ｘ２００ｘ４０ｍｍ

4548718421565 ポリプロピレンデスク内整理トレー３ 約６７ｘ２００ｘ４０ｍｍ

4548718421572 ポリプロピレンデスク内整理トレー４ 約１３４ｘ２００ｘ４０ｍｍ

4548718497997 ポリプロピレンデスク内整理トレー用仕切板 トレー１．２用・３枚セット

4548718498000 ポリプロピレンデスク内整理トレー用仕切板 トレー３用・３枚セット

4548718498017 ポリプロピレンデスク内整理トレー用仕切板 トレー４用・３枚セット

頑丈収納ボックス

整理ボックス

メイクボックス

デスク内整理トレー

ワゴン・ストッカー

収納ラック

キャリーボックス

ファイルボックス



カテゴリー JAN 商品名 規格

4549337186644 ポリプロピレン通函／ライトグレー 約幅２７×奥行３６×高さ１２．５ｃｍ

4549337186798 ポリプロピレン通函／ダークグレー 約幅２７×奥行３６×高さ１２．５ｃｍ

4549337186651 ポリプロピレン通函・メッシュ／ライトグレー 約幅２７×奥行３６×高さ１２．５ｃｍ

4549337186804 ポリプロピレン通函・メッシュ／ダークグレー 約幅２７×奥行３６×高さ１２．５ｃｍ

4547315280599 ポリプロピレン通函　メッシュ　ホワイトグレー 約幅２７×奥行３６×高さ１２．５ｃｍ

4547315280605 ポリプロピレン通函　ホワイトグレー 約幅２７×奥行３６×高さ１２．５ｃｍ

4547315203727 ポリプロピレンスツール 約幅３９×奥行３６×高さ３９ｃｍ

4549738369462 ポリプロピレンスタッキングスツール・ダークグレー 約幅４３×奥行３４×高さ４５ｃｍ

4550002850692 ポリプロピレンスタッキングスツール・ライトグレー 約幅４３×奥行３４×高さ４５ｃｍ

4550344859957 ポリプロピレンスタッキングスツール　ダークグレー 約幅４３×奥行３４×高さ４５ｃｍ

4549738744597 ポリプロピレンラップケース 大／約幅２５～３０ｃｍ用

4549738744603 ポリプロピレンラップケース 小／約幅２０～２２ｃｍ用

4550002180959 ポリプロピレン保存容器になるバルブ付弁当箱・白 レクタングラー／約３２５ｍｌ

4550002180966 ポリプロピレン保存容器になるバルブ付弁当箱・白 ロング／約３２０ｍｌ

4550002180973 ポリプロピレン保存容器になるバルブ付弁当箱・白 ロング／約１７５ｍｌ

4550002180980 ポリプロピレン保存容器になるバルブ付弁当箱・白 レクタングラー／約１２５ｍｌ

4550002180997 ポリプロピレン保存容器になるバルブ付弁当箱・白 スクエア／約７０ｍｌ

4550002181000 ポリプロピレン保存容器になるバルブ付弁当箱・黒 スクエア／約４６０ｍｌ

4550002181017 ポリプロピレン保存容器になるバルブ付弁当箱・黒 レクタングラー／約３２５ｍｌ

4550002181024 ポリプロピレン保存容器になるバルブ付弁当箱・黒 ロング／約３２０ｍｌ

4550002181031 ポリプロピレン保存容器になるバルブ付弁当箱・黒 ロング／約１７５ｍｌ

4550002181048 ポリプロピレン保存容器になるバルブ付弁当箱・黒 レクタングラー／約１２５ｍｌ

4550002181055 ポリプロピレン保存容器になるバルブ付弁当箱・黒 スクエア／約７０ｍｌ

4550002181062 ポリプロピレンスクリューキャップ丸型弁当箱・白 約４６０ｍｌ／約直径１１×高さ７．５ｃｍ

4550002181079 ポリプロピレンスクリューキャップ丸型弁当箱・白 約２９０ｍｌ／約直径１１×高さ４．５ｃｍ

4550002181086 ポリプロピレンスクリューキャップ丸型弁当箱・白 約２０５ｍｌ／約直径１１×高さ３．５ｃｍ

4550002181093 ポリプロピレンスクリューキャップ丸型弁当箱・黒 約４６０ｍｌ／約直径１１×高さ７．５ｃｍ

4550002181161 ポリプロピレンスクリューキャップ丸型弁当箱・黒 約２９０ｍｌ／約直径１１×高さ４．５ｃｍ

4550002181178 ポリプロピレンスクリューキャップ丸型弁当箱・黒 約２０５ｍｌ／約直径１１×高さ３．５ｃｍ

4550002181222 ポリプロピレンふた付きマグカップ・白 約２７０ｍｌ／約直径８×高さ８ｃｍ

4550002181239 ポリプロピレンふた付きマグカップ・黒 約２７０ｍｌ／約直径８×高さ８ｃｍ

4550002187026 バックル付き弁当箱・小 約１２５ｍｌ

4550002187033 バックル付き弁当箱・大 約３２５ｍｌ

4550182202908 ポリプロピレンつなげて使えるピルケース ７連結タイプ

4550002547653 ポリプロピレンピルケース・Ｓ ８５×６６×２０ｍｍ

4550182202915 ポリプロピレンピルケース・Ｌ ６６×１７０×２０ｍｍ

4550182202922 ポリプロピレン小物ケース・ＳＳ ３７×６３×１２ｍｍ

4550182202939 ポリプロピレン小物ケース・Ｓ ３７×１００×１２ｍｍ

4550002547691 ポリプロピレン小物ケース・Ｍ ６４×５２×２０ｍｍ

4550182202946 ポリプロピレン小物ケース・Ｌ ７５×１１０×４６ｍｍ

4550002555726 ポリプロピレンペンケース（横型） 大・約１８４×６４×２５ｍｍ

4550002555733 ポリプロピレンペンケース（横型） 小・約１７０×５１×２０ｍｍ

4550182114539 ポリプロピレンカードケース・ダブル 約３０枚収納

4550182114553 ポリプロピレン　ダブルペンケース 約２１０×７０×２５ｍｍ

4550002185534 収納付きクリップボード Ａ４サイズ用

4549337469334 ポリプロピレンバケツ・フタ付（７．５Ｌ） 約幅３１×奥行２９×高さ２０ｃｍ

4550002508234 ポリプロピレン片手桶 約１３．５×２６×高さ１４．５ｃｍ

4549738980032 ポリプロピレン湯桶 約直径２６×高さ９ｃｍ

4550002508227 ポリプロピレン風呂いす 約３０．５×２２．５×高さ２３ｃｍ

4550182047363 冷蔵庫用米保存容器 約２ｋｇ用

4549738749462 やわらかポリエチレンケース・小 約幅２５．５×奥行３６×高さ８ｃｍ

4549738749479 やわらかポリエチレンケース・中 約幅２５．５×奥行３６×高さ１６ｃｍ

4549738749486 やわらかポリエチレンケース・大 約幅２５．５×奥行３６×高さ２４ｃｍ

4549738749493 やわらかポリエチレンケース・ハーフ・小 約幅１８×奥行２５．５×高さ８ｃｍ

4549738749509 やわらかポリエチレンケース・ハーフ・中 約幅１８×奥行２５．５×高さ１６ｃｍ

4549738749516 やわらかポリエチレンケース用フタ 約幅２６×奥行３６．５×高さ１．５ｃｍ

4549738749523 やわらかポリエチレンケース用フタ・ハーフ 約幅１８．５×奥行２６×高さ１．５ｃｍ

4550002528492 やわらかポリエチレンケース用フタ・丸型 約直径３６．５×高さ１．５ｃｍ

4550002528560 やわらかポリエチレンケース・深 約幅２５．５×奥行３６×高さ３２ｃｍ

4550002528577 やわらかポリエチレンケース・ハーフ・大 約幅１８×奥行２５．５×高さ２４ｃｍ

4550002528584 やわらかポリエチレンケース・丸型・中 約直径３６×高さ１６ｃｍ

4550002528591 やわらかポリエチレンケース・丸型・深 約直径３６×高さ３２ｃｍ

やわらかポリエチレンケース

ラップケース

弁当箱

ペン・カードケース

その他

通函

ピル・小物ケース

スツール


