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ご注文は、必ずご注文いただく商品の「注文品番」をお申し付けください。
　　例１　　「ヤザキのペールのYP-10の蓋付のブルー」をご注文いただく場合は、
　　　　　　注文品番の「YP-10B」をお申し付けください。
　　例2　　「ヤザキのペールのYP-10の蓋のみのブルー」をご注文いただく場合は、
　　　　　　注文品番の「YP-10フタB」をお申し付けください。

ご注文方法
■YP-10

品名
ヤザキのペール

蓋付 体 蓋
注文品番 YP-10B YP-10タイB YP-10フタB
カラー ブルー ブルー ブルー
サイズ（cm）φ29×28.5 φ28×26.5 ー
容量 10.5L 10.5L ー
入数 10 10 10
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

ご注文方法

ヤザキのバケツや各種容器は日本国内の当社工場にて厳しい品質管理のもと、生産を行っております。
品質にこだわった日本製だから、安心して長くご使用いただけ、多くのお客様にご愛顧頂いております。
各種プラスチック製の容器は、ご家庭はもとより病院や学校、ホテルなどの公共施設でも、幅広い用途で活用できます。
丈夫で長持ち、サイズバリエーションも豊富に取り揃えています。

いいものは長く使える…
だから日本製を選びたい

「ヤザキの Life Goods」
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ご注意とお願い

表示マークについて

・ ご注文は、注文品番にて承ります。P2の「ご注文方法」のページをご覧ください。
・ サイズは、縦×横×高さ、または、直径×高さを外径寸法（蓋付の製品については
蓋付外形寸法）にて表示してあります。

・ サイズ・容量（満水時）・質量・最大積載質量は参考値です。
・ 製品カラー名は、製品別及び、シリーズ別のカラー呼称です。例えば、同じブルー
と表示してある製品でも製品別及び、シリーズ別によってカラーが異なる場合
があります。

・ このカタログに記載された製品の仕様・カラー等は予告なく変更される場合が
ございますので、ご了承ください。

・ このカタログは印刷インキですので、実際の製品のカラーと異なる場合がございます。
・ カタログの内容について不明な点がございましたら、弊社営業担当者にご相談
ください。

・ 自主基準適合マーク（PLマーク）　　　   について
ポリオレフィン等衛生協議会が定めた自主基準に適合し、確認証明書を交付さ
れた商品等に表示できる自主基準適合マークです。

H-48

ヤザキのバケツや各種容器は日本国内の当社工場にて厳しい品質管理のもと、生産を行っております。
品質にこだわった日本製だから、安心して長くご使用いただけ、多くのお客様にご愛顧頂いております。
各種プラスチック製の容器は、ご家庭はもとより病院や学校、ホテルなどの公共施設でも、幅広い用途で活用できます。
丈夫で長持ち、サイズバリエーションも豊富に取り揃えています。



4 大型容器

■ L-23

品名
万能桶

蓋付 体 蓋
注文品番 L-23 B L-23タイB L-23/30フタB
カラー ブルー ブルー ブルー
サイズ（cm）φ36.5×34 φ36×33 ー
容量 24L 24L ー
入数 5 ５ ５
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■ L-35

品名
万能桶

蓋付 体 蓋
注文品番 L-35 B L-35タイB L-35/45フタB
カラー ブルー ブルー ブルー
サイズ（cm）φ38.5×41.5 φ37.5×41 ー
容量 34L 34L ー
入数 5 ５ ５
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■ L-25

品名
万能桶

蓋付 体 蓋
注文品番 L-25 B L-25タイB L-25フタB
カラー ブルー ブルー ブルー
サイズ（cm）φ36×33.5 φ35.5×32.5 ー
容量 22L 22L ー
入数 5 ５ ５
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■ L-45

品名
万能桶

蓋付 体 蓋
注文品番 L-45 B L-45タイB L-35/45フタB
カラー ブルー ブルー ブルー
サイズ（cm）φ38.5×50 φ38×49.5 ー
容量 40L 40L ー
入数 5 ５ ５
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■ L-30

品名
万能桶

蓋付 体 蓋
注文品番 L-30 B L-30タイB L-23/30フタB
カラー ブルー ブルー ブルー
サイズ（cm）φ36.5×42.5 φ35.5×41 ー
容量 30L 30L ー
入数 5 ５ ５
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■ L-55

品名
万能桶

蓋付 体 蓋
注文品番 L-55 B L-55タイB L-55フタB
カラー ブルー ブルー ブルー
サイズ（cm） φ45×54 φ44.5×52 ー
容量 56L 56L ー
入数 5 ５ ５
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■ L-70

品名
万能桶

蓋付 体 蓋
注文品番 L-70 B L-70タイB L-70フタB
カラー ブルー ブルー ブルー
サイズ（cm）φ49.5×56 φ48.5×53.5 ー
容量 70L 70L ー
入数 4 4 4
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

H-48

万能桶は 1964 年の東京オリンピックに先駆け、1961 年 8月に
清掃用ゴミ容器として東京都推奨品に指定されました。丈夫で
軽くて、水洗いで簡単に汚れも落ちる万能桶は、それ以来ずっと
愛用されています。

大型容器

万能桶 専用の蓋があり、ロックもできて非常に便利です。



5大型容器

■ YL-30

品名
サンアローペール

蓋付 体 蓋
注文品番 YL-30 B YL-30タイB YL-30フタB
カラー グリニッシュブルー グリニッシュブルー グリニッシュブルー
サイズ（cm）φ40.5×54 φ39.5×42 ー
容量 30L 30L ー
入数 5 ５ ５
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■YL-50

品名
サンアローペール

蓋付 体 蓋
注文品番 YL-50 B YL-50タイB YL-50フタB
カラー グリニッシュブルー グリニッシュブルー グリニッシュブルー
サイズ（cm）φ45.5×61 φ45×47.5 ー
容量 48L 48L ー
入数 5 ５ ５
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■YL-90

品名
サンアローペール

蓋付 体 蓋
注文品番 YL-90 B YL-90タイB YL-90フタB
カラー グリニッシュブルー グリニッシュブルー グリニッシュブルー
サイズ（cm）φ55.5×73.5 φ55×61.5 ー
容量 90L 90L ー
入数 3 3 3
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■YL-70

品名
サンアローペール

蓋付 体 蓋
注文品番 YL-70 B YL-70タイB YL-70フタB
カラー グリニッシュブルー グリニッシュブルー グリニッシュブルー
サイズ（cm）φ51.5×68.5 φ50.5×57 ー
容量 72L 72L ー
入数 3 3 3
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■YL-40

品名
サンアローペール

蓋付 体 蓋
注文品番 YL-40 B YL-40タイB YL-40フタB
カラー グリニッシュブルー グリニッシュブルー グリニッシュブルー
サイズ（cm）φ41.5×56.5 φ41×47.5 ー
容量 42L 42L ー
入数 5 ５ ５
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

H-48
サンアローペール 強度抜群！蓋はロックができ、水が溜まらない設計です。

http://www.yzk-shop.com/
■矢崎化工株式会社が運営するオンラインショップ
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カラー /ライトグレー

カラー /グリニッシュブルー

■KL-30

品名
角型容器

蓋付 体 蓋
注文品番 KL-30 B KL-30 LGR KL-30タイB KL-30タイLGR KL-30フタB KL-30フタLGR
カラー グリニッシュブルー ライトグレー グリニッシュブルー ライトグレー グリニッシュブルー ライトグレー
サイズ（cm）38×27.5×54.5 38×27.5×54.5 38×26.5×46.5 38×26.5×46.5 ー ー
容量 33L 33L 33L 33L ー ー
入数 5 5 ５ 5 ５ 5
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■KL-45

品名
角型容器

蓋付 体 蓋
注文品番 KL-45 B KL-45 LGR KL-45タイB KL-45タイLGR KL-45フタB KL-45フタLGR
カラー グリニッシュブルー ライトグレー グリニッシュブルー ライトグレー グリニッシュブルー ライトグレー
サイズ（cm）41.5×31×59 41.5×31×59 41.5×30×50.5 41.5×30×50.5 ー ー
容量 45L 45L 45L 45L ー ー
入数 5 5 ５ 5 ５ 5
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■KL-60

品名
角型容器

蓋付 体 蓋
注文品番 KL-60 B KL-60 LGR KL-60タイB KL-60タイLGR KL-60フタB KL-60フタLGR
カラー グリニッシュブルー ライトグレー グリニッシュブルー ライトグレー グリニッシュブルー ライトグレー
サイズ（cm）46.5×35.5×65.5 46.5×35.5×65.5 46.5×33.5×56.5 46.5×33.5×56.5 ー ー
容量 65L 65L 65L 65L ー ー
入数 4 4 4 4 4 4
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■W-36
品名 タライ

注文品番 W-36 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ40×14
容量 11.5L
入数 5
材質 ポリエチレン

■W-42
品名 タライ

注文品番 W-42 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ46.5×15
容量 16.5L
入数 5
材質 ポリエチレン

■W-48
品名 タライ

注文品番 W-48 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ52.5×16
容量 24L
入数 5
材質 ポリエチレン

■W-54
品名 タライ

注文品番 W-54 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ59.5×19.5
容量 36L
入数 5
材質 ポリエチレン

角型容器 狭い場所でも効率良く設置できます。蓋は本体の側面に掛けられます。

タライ 大きな物の洗濯や洗濯機だけでは落ちにくい汚れの時に活躍します。食品生地をこねるなどあらゆる用途に使用
できます。

H-48

H-48



7台所用品

■ BK-80
品名 茶ワンカゴ　小

注文品番 BK-80 B
カラー ブルー
サイズ（cm） 31×24.5×9
入数 20
材質 ポリエチレン

■BK-150
品名 バスケット

注文品番 BK-150 B
カラー ブルー
サイズ（cm） 48×37×16.5
入数 10
材質 ポリプロピレン

■BB-15
品名 丸ザル1号

注文品番 BB-15 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ17×6.5
入数 50
材質 ポリエチレン

■BB-27
品名 丸ザル5号

注文品番 BB-27 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ30×11.5
入数 30
材質 ポリエチレン

■BB-18
品名 丸ザル２号

注文品番 BB-18 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ20.5×7.5
入数 50
材質 ポリエチレン

■BB-30
品名 丸ザル6号

注文品番 BB-30 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ33×12.5
入数 20
材質 ポリエチレン

■BB-21
品名 丸ザル３号

注文品番 BB-21 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ23×9
入数 50
材質 ポリエチレン

■BB-33
品名 丸ザル7号

注文品番 BB-33 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ36×13.5
入数 20
材質 ポリエチレン

■BB-24
品名 丸ザル4号

注文品番 BB-24 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ26.5×10
入数 30
材質 ポリエチレン

■BB-36
品名 丸ザル8号

注文品番 BB-36 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ39×14.5
入数 20
材質 ポリエチレン

■BK-170
品名 バスケット

注文品番 BK-170 B
カラー ブルー
サイズ（cm） 56×43×18.5
入数 10
材質 ポリプロピレン

■BK-90
品名 茶ワンカゴ　中

注文品番 BK-90 B
カラー ブルー
サイズ（cm） 36×28×10
入数 20
材質 ポリエチレン

■BK-100
品名 茶ワンカゴ　大

注文品番 BK-100 B
カラー ブルー
サイズ（cm） 41.5×31.5×11
入数 20
材質 ポリエチレン

茶ワンカゴ キッチンの収納だけでなく、書類の整理・保管など業務用としても使えます。

バスケット キッチンの収納だけでなく、書類の整理・保管など業務用としても使えます。

丸ザル 水切れが抜群です。家庭用から業務用まで幅広く使われています。

大型容器大型容器

カラー /ブルー

H-48

H-48

H-48

台所用品

http://www.yzk-shop.com/
■矢崎化工株式会社が運営するオンラインショップ



8 バケツ・ペール

■ YB-4
品名 ヤザキのバケツ

注文品番 YB-4 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ24×16
容量 4.3L
入数 10
材質 ポリエチレン

■YB-6
品名 ヤザキのバケツ

注文品番 YB-6 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ28×18.5
容量 6.5L
入数 10
材質 ポリエチレン

■YB-8
品名 ヤザキのバケツ

注文品番 YB-8 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ30×21
容量 8.5L
入数 10
材質 ポリエチレン

■YB-10
品名 ヤザキのバケツ

注文品番 YB-10 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ31.5×23
容量 11L
入数 10
材質 ポリエチレン

■YB-12
品名 ヤザキのバケツ

注文品番 YB-12 B
カラー ブルー
サイズ（cm） φ32.5×25
容量 13L
入数 10
材質 ポリエチレン

受注生産品

●蓋はQP-13とQP-16兼用です。
●ご注文は、体と蓋を別々に承ります。ご注文数量と納期は、弊社営業担当者にご相談ください。

ワンタッチロック付

■QP-13

品名
カクペール

体 蓋
注文品番 QP-13タイLGR QP-13L LGR
カラー ライトグレー ライトグレー

サイズ（cm） 31×31×24.7
蓋付外寸32×32×25 ー

容量 14.1L ー
入数 300 300
材質 ポリエチレン ポリエチレン

■QP-16

品名
カクペール

体 蓋
注文品番 QP-16タイLGR QP-13L LGR
カラー ライトグレー ライトグレー

サイズ（cm） 31×31×29.4
蓋付外寸32×32×29.7 ー

容量 17.5L ー
入数 300 300
材質 ポリエチレン ポリエチレン

ヤザキのバケツ 軽くて丈夫なスタンダードなバケツです。

カクペール

バケツ・ペール

H-48



9バケツ・ペール

■ YP-5

品名
ヤザキのペール

蓋付 体 蓋
注文品番 YP-5B YP-5タイB YP-5フタB
カラー ブルー ブルー ブルー
サイズ（cm）φ23×22.5 φ22.5×21.5 ー
容量 5.2L 5.2L ー
入数 10 10 10
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■YP-13

品名
ヤザキのペール

蓋付 体 蓋
注文品番 YP-13B YP-13タイB YP-13フタB
カラー ブルー ブルー ブルー
サイズ（cm）φ31×30.5 φ30.5×28.5 ー
容量 13.5L 13.5L ー
入数 10 10 10
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■YP-8

品名
ヤザキのペール

蓋付 体 蓋
注文品番 YP-8B YP-8タイB YP-8フタB
カラー ブルー ブルー ブルー
サイズ（cm）φ27×26.5 φ26.5×24.5 ー
容量 8.5L 8.5L ー
入数 10 10 10
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■YP-15

品名
ヤザキのペール

蓋付 体 蓋
注文品番 YP-15B YP-15タイB YP-15フタB
カラー ブルー ブルー ブルー
サイズ（cm）φ32.5×32.5 φ32×30 ー
容量 15.5L 15.5L ー
入数 10 10 10
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■YP-10

品名
ヤザキのペール

蓋付 体 蓋
注文品番 YP-10B YP-10タイB YP-10フタB
カラー ブルー ブルー ブルー
サイズ（cm）φ29×28.5 φ28×26.5 ー
容量 10.5L 10.5L ー
入数 10 10 10
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■YP-18

品名
ヤザキのペール

蓋付 体 蓋
注文品番 YP-18B YP-18タイB YP-18フタB
カラー ブルー ブルー ブルー
サイズ（cm）φ34.5×33.5 φ33.5×31.5 ー
容量 18.5L 18.5L ー
入数 10 10 10
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

ヤザキのペール 蓋付きペールです。商品の保管もできます。

ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に合格した製品ですので、
食品や飲み水の保存にも安心です。

H-48

http://www.yzk-shop.com/
■矢崎化工株式会社が運営するオンラインショップ



10 つけもの用品

■ BL-4

品名
漬物だる

押し蓋付セット 蓋付 体 蓋
注文品番 BL-4 CR BL-4 フタツキCR BL-4タイCR BL-4フタCR
カラー クリーム クリーム クリーム クリーム
サイズ（cm） φ23×18 φ23×18 φ22×17.5 ー
容量 4.3L 4.3L ー ー
入数 10 10 10 10
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■BL-13

品名
漬物だる

押し蓋付セット 蓋付 体 蓋
注文品番 BL-13 CR BL-13 フタツキCR BL-13タイCR BL-13フタCR
カラー クリーム クリーム クリーム クリーム
サイズ（cm） φ32×26 φ32×26 φ31.5×25.5 ー
容量 13.5L 13.5L ー ー
入数 10 10 10 10
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■BL-30

品名
漬物だる

押し蓋付セット 蓋付 体 蓋
注文品番 BL-30 CR BL-30 フタツキCR BL-30タイCR BL-30フタCR
カラー クリーム クリーム クリーム クリーム
サイズ（cm） φ42.5×35.5 φ42.5×35.5 φ41.5×35 ー
容量 32L 32L ー ー
入数 5 5 5 5
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■BL-8

品名
漬物だる

押し蓋付セット 蓋付 体 蓋
注文品番 BL-8 CR BL-8 フタツキCR BL-8タイCR BL-8フタCR
カラー クリーム クリーム クリーム クリーム
サイズ（cm） φ28×23 φ28×23 φ27.5×22 ー
容量 8.5L 8.5L ー ー
入数 10 10 10 10
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■BL-18

品名
漬物だる

押し蓋付セット 蓋付 体 蓋
注文品番 BL-18 CR BL-18 フタツキCR BL-18タイCR BL-18フタCR
カラー クリーム クリーム クリーム クリーム
サイズ（cm） φ37×28.5 φ37×28.5 φ36×27.5 ー
容量 18.5L 18.5L ー ー
入数 10 10 10 10
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

■BL-40

品名
漬物だる

押し蓋付セット 蓋付 体 蓋
注文品番 BL-40 CR BL-40 フタツキCR BL-40タイCR BL-40フタCR
カラー クリーム クリーム クリーム クリーム
サイズ（cm） φ46×38.5 φ46×38.5 φ45.5×38 ー
容量 41L 41L 41L ー
入数 5 5 5 5
材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

漬物だる 丈夫なプラスチック製で水を吸わずに汚れも簡単に落とせます。

つけもの用品

●表中のセットには押し蓋と蓋が付いています。

H-48



11つけもの用品

■ LP-4
品名 押し蓋

注文品番 LP-4
カラー ナチュラル
サイズ（cm） φ16.5
入数 10
材質 ポリエチレン

■ LP-18
品名 押し蓋

注文品番 LP-18
カラー ナチュラル
サイズ（cm） φ27
入数 10
材質 ポリエチレン

■ LP-8
品名 押し蓋

注文品番 LP-8
カラー ナチュラル
サイズ（cm） φ20.5
入数 10
材質 ポリエチレン

■ LP-30
品名 押し蓋

注文品番 LP-30
カラー ナチュラル
サイズ（cm） φ31
入数 5
材質 ポリエチレン

■ LP-13
品名 押し蓋

注文品番 LP-13
カラー ナチュラル
サイズ（cm） φ23.5
入数 10
材質 ポリエチレン

■ LP-40
品名 押し蓋

注文品番 LP-40
カラー ナチュラル
サイズ（cm） φ33.5
入数 5
材質 ポリエチレン

押し蓋 オールプラスチックでできた衛生的な押し蓋です。

http://www.yzk-shop.com/
■矢崎化工株式会社が運営するオンラインショップ



12 清掃用品

■ KL-10

品名
ダストボックス

蓋付 体 蓋
注文品番 KL-10 BGR KL-10タイLGR KL-10BフタBGR
カラー グレー ライトグレー グレー
サイズ（cm）22.5×22.5×43 21.5×21.5×33 ー
容量 10.5L ー ー
入数 10 10 10
材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン

■KL-30B

品名
ダストボックス

蓋付 体 蓋
注文品番 KL-30B BGR KL-30タイLGR KL-30BフタLGR
カラー グレー ライトグレー ライトグレー
サイズ（cm）38.5×27.5×57 38×26.5×46.5 ー
容量 33L ー ー
入数 5 5 5
材質 ポリエチレン (体 )・ポリプロピレン (蓋 )

■ KL-45B

品名
ダストボックス

蓋付 体 蓋
注文品番 KL-45B BGR KL-45タイLGR KL-45BフタLGR
カラー グレー ライトグレー ライトグレー
サイズ（cm） 42×31×62 41.5×30×50.5 ー
容量 45L ー ー
入数 5 5 5
材質 ポリエチレン (体 )・ポリプロピレン (蓋 )

■ KL-60B

品名
ダストボックス

蓋付 体 蓋
注文品番 KL-60B BGR KL-60タイLGR KL-60BフタLGR
カラー グレー ライトグレー ライトグレー
サイズ（cm）47×34.5×70 46.5×33.5×56.5 ー
容量 65L ー ー
入数 4 4 4
材質 ポリエチレン (体 )・ポリプロピレン (蓋 )

■ KL-20B

品名
ダストボックス

蓋付 体 蓋
注文品番 KL-20B BGR KL-20タイLGR KL-20BフタBGR
カラー グレー ライトグレー グレー
サイズ（cm）28.5×28.5×54.5 28.5×28×41.5 ー
容量 21L ー ー
入数 10 10 10
材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン

ダストボックス 狭い場所でも効率良く設置できます。投入口が広いため使いやすいです。

清掃用品



13清掃用品

■WL-10
品名 水ビシャク柄付 水ビシャク 体

注文品番 WL-10 B WL-10タイB
カラー ブルー ブルー
サイズ（cm）φ13.5×7(柄 38) ー
容量 790ml ー
入数 10 10
材質 ポリエチレン ポリエチレン

■WL-12
品名 水ビシャク柄付 水ビシャク 体

注文品番 WL-12 B WL-12タイB
カラー ブルー ブルー
サイズ（cm）φ15.5×8.5( 柄 38) ー
容量 1.2L ー
入数 10 10
材質 ポリエチレン ポリエチレン

■柄
品名 水ビシャク 柄

注文品番 WLH-10/12 エノミ
カラー ブラウン
材質 ポリエチレン

■CP-26
品名 チリトリ

注文品番 CP-26 G CP-26 LGR
カラー グリーン ライトグレー
サイズ（cm） 31×28×9.5 31×28×9.5
入数 50 50
材質 ポリプロピレン ポリプロピレン

■CP-30
品名 チリトリ

注文品番 CP-30 G CP-30 LGR
カラー グリーン ライトグレー
サイズ（cm） 37×31×9.5 37×31×9.5
入数 40 40
材質 ポリプロピレン ポリプロピレン

チリトリ ゴミを取る先端部の強度を充分確保して取り残しが無い設計です。

水ビシャク 柄もプラスチックなため洗浄も簡単！有機溶剤の移し替えも安心してできます。

H-48

カラー /ライトグレー

カラー /グリーン

http://www.yzk-shop.com/
■矢崎化工株式会社が運営するオンラインショップ



14 農業用品

■ FM-36
品名 石箕

注文品番 FM-36
カラー ブルー
サイズ（cm） 42.5×41.5×15
入数 10
材質 ポリプロピレン

■ FM-46
品名 箕

注文品番 FM-46
カラー グリーン
サイズ（cm） 50×50×20
入数 10
材質 ポリエチレン

■ FLH-18/30
品名 万能ビシャク柄

注文品番 FLH-18/30
適合 FL-18,FL-30
入数 5
材質 ラワン材

■ FLH-38
品名 万能ビシャク柄

注文品番 FLH-38
適合 FL-38
入数 5
材質 ラワン材

■ FL-18
品名 万能ビシャク柄付 体

注文品番 FL-18 FL-18タイ
カラー ブラック ブラック
サイズ（cm）φ17×11.5(柄120) ー
容量 1.9L ー
入数 5 5
材質 ポリエチレン (体 )・ラワン (柄 )

■ FL-30
品名 万能ビシャク柄付 体

注文品番 FL-30 FL-30タイ
カラー ブラック ブラック
サイズ（cm）φ19×12.5(柄120) ー
容量 2.9L ー
入数 5 5
材質 ポリエチレン (体 )・ラワン (柄 )

■ FL-38
品名 万能ビシャク柄付 体

注文品番 FL-38 FL-38タイ
カラー ブラック ブラック
サイズ（cm）φ21×14(柄120) ー
容量 3.7L ー
入数 5 5
材質 ポリエチレン (体 )・ラワン (柄 )

万能ビシャク 農業、造園業などをはじめ、幅広い分野で使用いただけます

箕 穀物のちり等を振り分ける道具 石箕 砂利、玉石などの水洗いの道具

農業用品

H-48H-48



15園芸用品

● FKL-1042は 2段、FKL-1043は 3段です。

■ FJ-50
品名 ジョーロ

注文品番 FJ-50 B
カラー ブルー
サイズ（cm） 64×19×23.5
容量 5L
入数 10
材質 ポリエチレン

■ JH-50A
品名 蓮の実

注文品番 JH-50A B
カラー ブルー
サイズ（cm） 散水板7×5
入数 10
材質 ポリエチレン

■ FJ-70
品名 ジョーロ

注文品番 FJ-70 B
カラー ブルー
サイズ（cm） 70.5×21.5×27
容量 7L
入数 6
材質 ポリエチレン

■ FJ-100
品名 ジョーロ

注文品番 FJ-100 B
カラー ブルー
サイズ（cm） 76×22.5×30.5
容量 10L
入数 5
材質 ポリエチレン

■ FJ-20
品名 ジョーロ

注文品番 FJ-20 B
カラー ブルー
サイズ（cm） 47×14.5×18.5
容量 2L
入数 10
材質 ポリエチレン

■ FJ-30
品名 ジョーロ

注文品番 FJ-30 B
カラー ブルー
サイズ（cm） 56×16.5×20
容量 3L
入数 10
材質 ポリエチレン

■ FJ-40
品名 ジョーロ

注文品番 FJ-40 B
カラー ブルー
サイズ（cm） 61×18×22.5
容量 4L
入数 10
材質 ポリエチレン

■ FKL-1042/1043
品名 花  台

注文品番 FKL-1042 FKL-1043

カラー アイボリー アイボリー

サイズ（cm） 100×52×73 100×78×98
入数 1 1
材質 イレクター(フレーム)+ポリプロピレン(容器)

ジョーロ 持ち手を前部から後部へと長くしたデザインで持ち変えることなく、楽に散水することができます。

蓮の実 散水板が外せて容易に掃除できます。 花台

（容器、仕切り板付）

※切り花は含まれません。

お客様組立商品

園芸用品

http://www.yzk-shop.com/
■矢崎化工株式会社が運営するオンラインショップ



16 保管・運搬用品

●ポリテナーのご注文は、体と蓋を別々に承ります。

品名 注文品番 カラー サイズ (cm)
長辺×短辺×高さ 容量 入数 材質

PT-1 ポリテナー

PT-1 ST B10　 ブルー
外寸15.5×11.7×8
内寸12.1×8.1×7 0.8L

20

ポリプロピレン

PT-1 ST Y10　 イエロー 20

PT-2A ポリテナー

PT-2A ST B10　 ブルー
外寸23.3×15.5×8
内寸19.3×11.9×7 1.8L

20

PT-2A ST Y10　 イエロー 20

PT-2B ポリテナー

PT-2B ST B10　 ブルー

外寸19.3×14.8×8.2
内寸15.9×11.8×7 1.5L

20

PT-2B ST Y10　 イエロー 20

PT-2B ST C11　 クリアー 20

PT-3B ポリテナー

PT-3B ST B10　 ブルー
外寸26.7×16.5×9.5
内寸23.1×13.3×8.3 2.9L

20

PT-3B ST Y10　 イエロー 20

PT-5

ポリテナー
体

PT-5 ST B10　 ブルー

外寸32.5×20×10
内寸28×15.8×8.7 4.4L

20

PT-5 ST Y10　 イエロー 20

PT-5 ST C11　 クリアー 20

PT-5 ST GR6　 ライトグレー 20

ポリテナー
蓋

PT-5L ST B10　 ブルー

33×20.8×2.2 ー

20

PT-5L ST Y10　 イエロー 20

PT-5L ST C11　 クリアー 20

PT-5L ST GR6　 ライトグレー 20

PT-9

ポリテナー
体

PT-9 ST B10　 ブルー

外寸37.4×28.2×12.4
内寸31×23.3×10.9 8.5L

10

PT-9 ST Y10　 イエロー 10

PT-9 ST C11　 クリアー 10

PT-9 ST GR6　 ライトグレー 10

ポリテナー
蓋

PT-9L ST B10　 ブルー

38.2×28.8×2.8 ー

10

PT-9L ST Y10　 イエロー 10

PT-9L ST C11　 クリアー 10

PT-9L ST GR6　 ライトグレー 10

ポリテナー
ロック付蓋

PT-9L SET ST B10 ブルー
38.3×30.9×3.2 ー

10

PT-9L SET ST Y10 イエロー 10

ポリテナー 丈夫で保管・整理・運搬に便利です。色分けで管理ができます。

保管・運搬用品

・ブルー、イエロー、ライトグレー、クリアー
4色の標準色があります。



17保管・運搬用品

・PT-14、21、28は積重ねできます。
・ PT-18D、28C、36Cは積重ねできます。

ポリテナー

品名 注文品番 カラー サイズ (cm)
長辺×短辺×高さ 容量 入数 材質

PT-14

ポリテナー
体

PT-14 ST B10　 ブルー
外寸48×36×11.7
内寸41×31×10.1 14L

10

ポリプロピレン

PT-14 ST Y10　 イエロー 10
PT-14 ST C11　 クリアー 10
PT-14 ST GR6 ライトグレー 10

ポリテナー
蓋

PT-28L ST B10 ブルー

48.6×36.8×3.1 ー

5
PT-28L ST Y10 イエロー 5
PT-28L ST C11 クリアー 5
PT-28L ST GR6 ライトグレー 5

ポリテナー
ロック付蓋

PT-28L SET ST B10 ブルー 49.1×39×3.6 ー 5
PT-28L SET ST Y10 イエロー 5

PT-21

ポリテナー
体

PT-21 ST B10　 ブルー
外寸47.8×36×16.9
内寸41.1×31×15 21.5L

5
PT-21 ST Y10　 イエロー 5
PT-21 ST C11　 クリアー 5
PT-21 ST GR6 ライトグレー 5

ポリテナー
蓋

PT-28L ST B10 ブルー

48.6×36.8×3.1 ー

5
PT-28L ST Y10 イエロー 5
PT-28L ST C11 クリアー 5
PT-28L ST GR6 ライトグレー 5

ポリテナー
ロック付蓋

PT-28L SET ST B10 ブルー 49.1×39×3.6 ー 5
PT-28L SET ST Y10 イエロー 5

PT-28

ポリテナー
体

PT-28 ST B10　 ブルー
外寸47.9×36.1×22.3
内寸41×31×20.3 28L

5
PT-28 ST Y10　 イエロー 5
PT-28 ST C11　 クリアー 5
PT-28 ST GR6 ライトグレー 5

ポリテナー
蓋

PT-28L ST B10 ブルー

48.6×36.8×3.1 ー

5
PT-28L ST Y10 イエロー 5
PT-28L ST C11 クリアー 5
PT-28L ST GR6 ライトグレー 5

ポリテナー
ロック付蓋

PT-28L SET ST B10 ブルー 49.1×39×3.6 ー 5
PT-28L SET ST Y10 イエロー 5

PT-18D

ポリテナー
体 PT-18D ST B10　 ブルー 外寸59.2×39.2×10.7

内寸53.4×33.4×9.1 18L 10

ポリテナー蓋 PT-18DL ST B10　 ブルー 60.1×40.1×3 ー 5

ポリテナー
ロック付蓋 PT-18DL SET ST B10 ブルー 60.5×41.6×3.5 ー 5

PT-28C

ポリテナー
体 PT-28C ST B10　 ブルー 外寸59.2×39.2×15.6

内寸53.4×33.4×14 27.5L 5

ポリテナー蓋 PT-18DL ST B10　 ブルー 60.1×40.1×3 ー 5

ポリテナー
ロック付蓋 PT-18DL SET ST B10 ブルー 60.5×41.6×3.5 ー 5

PT-36C

ポリテナー
体 PT-36C ST B10　 ブルー 外寸59.2×39.2×20.4

内寸53.4×33.4×18.8 36L 5

ポリテナー蓋 PT-18DL ST B10　 ブルー 60.1×40.1×3 ー 5

ポリテナー
ロック付蓋 PT-18DL SET ST B10 ブルー 60.5×41.6×3.5 ー 5

1963年 6月に大阪市プラスチック技術研究会、大阪工研協会主催
第9回プラスチック総合展に出品、工業技術院長賞を受賞

http://www.yzk-shop.com/
■矢崎化工株式会社が運営するオンラインショップ



●イエロー、ライトグレーが標準色内にないものに関しては、カラーオーダーでご注文を承ります。

18 保管・運搬用品

品名 注文品番 カラー サイズ (cm)
長辺×短辺×高さ 容量 入数 材質

PT-24

ポリテナー
体 PT-24 ST B10　 ブルー 外寸42×29×24.8

内寸37.2×25.2×22.7 23.5L 5

ポリプロピレン

ポリテナー
蓋 PT-24L ST B10 ブルー 43.2×29.7×3.2 ー 5

PT-42C

ポリテナー
体 PT-42C ST B10 ブルー 外寸50.9×37.9×27

内寸46.1×33.7×25 42L 5

ポリテナー
蓋 PT-42CL ST B10 ブルー 51.8×39.2×3.3 ー 5

PT-75

ポリテナー
体 PT-75 ST B10　 ブルー 外寸59.2×45.5×35.4

内寸53×40.5×33.3 77L 4

ポリテナー
蓋 PT-75L ST B10 ブルー 60.2×46.7×3.3 ー 4

ポリテナー
ロック付蓋 PT-75L SET ST B10 ブルー 60.7×48.8×3.7 ー 4

PT-110 ポリテナー PT-110 ST B10 ブルー 外寸71.8×50×40.1
内寸62.4×41.6×35.5 105L 3

ポリテナー

・ロック付蓋は、押せばとまる、引けば
外れる簡単な操作です。



19保管・運搬用品

オーダー条件 詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

納 期 約3週間（15稼働日）

カ ラ ー レッド、オレンジ、グリーン、イエロー、ライトグレー

そ の 他 PT-110を除き、すべて対応可能。

オーダー条件 詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

納 期 約3週間（15稼働日）

印字カラー ブラック、ホワイト、レッド、ブルー

そ の 他 ・ PT-1を除き、すべて対応可能。
・ 別途運賃が発生します。
・ 詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

※上記5色以外のカラーについてもご相談ください。

オーダー対応一覧

ポリテナー本体に差し込むだけで
取付簡単！

▼CH-7B

レッド▶

グリーン▶

オレンジ▶

カラー番号
レッド グリーン オレンジ イエロー ライトグレー

(R10) (G16) (OR1) (Y10) (GR6)

カラーのオーダー

オリジナルネームプリントのオーダー

カードホルダーのオーダー

■カードホルダー対応一覧表 ポリテナー本体

カードホルダー 5 9 14 21 24 28 18D 28C 36C 42C 75 110

CH-7（88×85mm）

長手 〇 〇 〇 〇 〇 〇

短手 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

CH-7B（110×78mm）

長手 〇 〇 〇 〇 〇 〇

短手 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

CH-9（160×89mm）

長手 〇 〇 〇

短手 〇 〇

部署名、内容物等を印刷すれば、
管理の徹底に役立ちます！

http://www.yzk-shop.com/
■矢崎化工株式会社が運営するオンラインショップ



20 保管・運搬用品

●取手側が自由車です。

◎ポリトラーは、温度ー10℃～50℃の範囲内でご使用ください。

■N-450
品名 ポリトラー

注文品番 N-450（折りたたみ式）
カラー グレー

サイズ

荷台サイズ73.5×47.5cm
荷台高さ16cm
押手高さ81cm
使用車輪φ100mm

最大積載
質　　量 100kg
質量 10.5kg
入数 1

材質 イレクター(フレーム)、ポリプロピレン(上板)、
鉄+ゴム車輪 (キャスター )

■N-450L
品名 ポリトラー

注文品番 N-450L
カラー グレー

サイズ

荷台サイズ90×45cm
荷台高さ21.5cm
押手高さ82cm
使用車輪φ130mm

最大積載
質　　量 200kg
質量 18kg
入数 1

材質 イレクター(フレーム)、ポリプロピレン(上板)、
鉄+ゴム車輪 (キャスター )

■N-450W
品名 ポリトラー

注文品番 N-450W
カラー アイボリー

サイズ

荷台サイズ73.5×47.5cm
荷台高さ16cm/71.5cm
押手高さ81cm
使用車輪φ100mm

最大積載
質　　量 100kg
質量 12kg
入数 1

材質 イレクター(フレーム)、ポリプロピレン(上板)、
鉄+ゴム車輪 (キャスター )

■N-450LW
品名 ポリトラー

注文品番 N-450LW
カラー アイボリー

サイズ

荷台サイズ90×45cm
荷台高さ21.5cm/74.5cm
押手高さ84.5cm
使用車輪φ130mm

最大積載
質　　量 100kg
質量 18.5kg
入数 1

材質 イレクター(フレーム)、ポリプロピレン(上板)、
鉄+ゴム車輪 (キャスター )

■N-600
品名 ポリトラー

注文品番 N-600 GR
カラー グレー

サイズ

荷台サイズ100×60cm
荷台高さ24cm
押手高さ82cm
使用車輪φ150mm

最大積載
質　　量 250kg
質量 21kg
入数 1

材質 イレクター(フレーム)、ポリプロピレン(上板)、
鉄+ゴム車輪 (キャスター )

■N-750
品名 ポリトラー

注文品番 N-750
カラー グレー

サイズ

荷台サイズ120×75cm
荷台高さ29cm
押手高さ82cm
使用車輪φ200mm

最大積載
質　　量 300kg
質量 30kg
入数 1

材質 イレクター(フレーム)、ポリプロピレン(上板)、
鉄+ゴム車輪 (キャスター )

ポリトラー 錆びにくく丈夫なイレクター仕様の便利な運搬台車。
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タテヨコに連結できます。

積み重ねできます。

GN-400
●4輪自由車です。

■GN-400
品名 ミニポリトラー

注文品番 GN-400 DGR GN-400 G GN-400 BL GN-400 WR GN-400 DB GN-400ゴムシャDGR GN-400ゴムシャG GN-400ゴムシャBL
カラー ダークグレー グリーン ブラック ワインレッド ダークブルー ダークグレー グリーン ブラック
サイズ
（cm）

荷台サイズ　　　68×40
荷台高さ　　　　11.5

使用車輪
（材質） 4輪φ75(ナイロン) 4輪φ75(ナイロン) 4輪φ75(ナイロン) 4輪φ75(ナイロン) 4輪φ75(ナイロン) 4輪φ75(ゴム ) 4輪φ75(ゴム ) 4輪φ75(ゴム )
最大積載
質　　量 200kg　※等分布荷重時

質量 3.8kg 3.8kg 3.8kg 3.8kg 3.8kg 4.2kg 4.2kg 4.2kg
入数 1 １ １ １ １ １ １ １
材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン

■GN-900
品名 ミニポリトラー

注文品番 GN-900 DGR GN-900 G GN-900ゴムシャDGR GN-900ゴムシャG
カラー ダークグレー グリーン ダークグレー グリーン
サイズ
（cm）

荷台サイズ　　　90×45
荷台高さ　　　　11.5

使用車輪
（材質） 5輪φ75(ナイロン) 5輪φ75(ナイロン) 5輪φ75(ゴム ) 5輪φ75(ゴム )
最大積載
質　　量 200kg　※等分布荷重時

質量 5.5kg 5.5kg 6.0kg 6.0kg
入数 1 １ １ １
材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン

GN-900
●5輪自由車です。

ミニポリトラー 運搬・補充・保管・陳列に便利な低床台車。連結可能、積み重ね保管もできます。

http://www.yzk-shop.com/
■矢崎化工株式会社が運営するオンラインショップ
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① HD-1624 

品名 ポリパック(0号)

注文品番 HD-1624ケース

カラー 透明

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 160×240×0.02

ケース入数 50冊
1冊枚数 100枚
材質 低密度ポリエチレン

④ HD-3238　ＢＬ 

品名 ポリパック(2号)

注文品番 HD-3238ケースBL

カラー ブラック

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 320×380×0.02

ケース入数 40冊
1冊枚数 50枚
材質 低密度ポリエチレン

⑦ HE-5060　Ｂ  

品名 ポリパック(9号)

注文品番 HE-5060ケースB

カラー ブルー

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 500×600×0.025

ケース入数 40冊
1冊枚数 15枚
材質 低密度ポリエチレン

⑩ HG-8090
品名 ポリパック(8号)

注文品番 HG-8090ケース

カラー 透明

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 800×900×0.035

ケース入数 20冊
1冊枚数 10枚
材質 低密度ポリエチレン

② HD-2535
品名 ポリパック(1号)

注文品番 HD-2535ケース

カラー 透明

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 250×350×0.02

ケース入数 40冊
1冊枚数 50枚
材質 低密度ポリエチレン

⑤ HE-4550  

品名 ポリパック(10号)

注文品番 HE-4550ケース

カラー 透明

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 450×500×0.025

ケース入数 35冊
1冊枚数 20枚
材質 低密度ポリエチレン

⑧ HE-6585  

品名 ポリパック(5号)

注文品番 HE-6585ケース

カラー 透明

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 650×850×0.025

ケース入数 40冊
1冊枚数 10枚
材質 低密度ポリエチレン

⑪ HG-8090　Ｂ 

品名 ポリパック(8号)

注文品番 HG-8090ケースB

カラー ブルー

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 800×900×0.035

ケース入数 20冊
1冊枚数 10枚
材質 低密度ポリエチレン

③ HD-3238  

品名 ポリパック(2号)

注文品番 HD-3238ケース

カラー 透明

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 320×380×0.02

ケース入数 40冊
1冊枚数 50枚
材質 低密度ポリエチレン

⑥ HE-5060 

品名 ポリパック(3号)

注文品番 HE-5060ケース

カラー 透明

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 500×600×0.025

ケース入数 40冊
1冊枚数 15枚
材質 低密度ポリエチレン

⑨ HF-6585　Ｂ  

品名 ポリパック(7号)

注文品番 HF-6585ケースB

カラー ブルー

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 650×850×0.03

ケース入数 35冊
1冊枚数 10枚
材質 低密度ポリエチレン

⑫ HJ-90100 

品名 ポリパック(11号)

注文品番 HJ-90100ケース

カラー 透明

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ

900×1000×
0.045

ケース入数 10冊
1冊枚数 10枚
材質 低密度ポリエチレン

ポリパック（低密度） 一般家庭はもちろん、学校・病院など業務用としても最適です。

ポリ袋

H-48

ケース単位でのご注文を
お願い致します。
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業務用ポリパック（低密度）

ポリパック容量適合表

45L用 70L用 90L用

透明
HE-6585
BHH-6585

HG-8090
BHH-8090

HJ-90100
BHK-90100

ブルー
HF-6585B
BHH-6585B

HG-8090B
BHH-8090B

BHK-90100B

ブラック BHH-6585BL BHH-8090BL BHK-90100BL

①BHH-6585 

品名 ポリパック(7号)

注文品番 BHH-6585ケース

カラー 透明

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 650×850×0.04

ケース入数 10冊
1冊枚数 20枚
材質 低密度ポリエチレン

④ BHH-8090
品名 ポリパック(8号)

注文品番 BHH-8090ケース

カラー 透明

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 800×900×0.04

ケース入数 10冊
1冊枚数 20枚
材質 低密度ポリエチレン

⑦ BHK-90100 

品名 ポリパック(11号)

注文品番 BHK-90100ケース

カラー 透明

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 900×1000×0.05

ケース入数 5冊
1冊枚数 20枚
材質 低密度ポリエチレン

③ BHH-6585 BL  

品名 ポリパック(7号)

注文品番 BHH-6585ケースBL

カラー ブラック

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 650×850×0.04

ケース入数 10冊
1冊枚数 20枚
材質 低密度ポリエチレン

③ BHH-8090 BL 

品名 ポリパック(8号)

注文品番 BHH-8090ケースBL

カラー ブラック

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 800×900×0.04

ケース入数 10冊
1冊枚数 20枚
材質 低密度ポリエチレン

⑨ BHK-90100 BL  

品名 ポリパック(11号)

注文品番 BHK-90100ケースBL

カラー ブラック

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 900×1000×0.05

ケース入数 5冊
1冊枚数 20枚
材質 低密度ポリエチレン

② BHH-6585 B 

品名 ポリパック(7号)

注文品番 BHH-6585ケースB

カラー ブルー

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 650×850×0.04

ケース入数 10冊
1冊枚数 20枚
材質 低密度ポリエチレン

⑤ BHH-8090 B  

品名 ポリパック(8号)

注文品番 BHH-8090ケースB

カラー ブルー

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 800×900×0.04

ケース入数 10冊
1冊枚数 20枚
材質 低密度ポリエチレン

⑧BHK-90100 B 

品名 ポリパック(11号)

注文品番 BHK-90100ケースB

カラー ブルー

サイズ（mm）
幅×長さ×厚さ 900×1000×0.05

ケース入数 5冊
1冊枚数 20枚
材質 低密度ポリエチレン

カ
ラ
ー

ポリパック容量

H-48

ケース単位でのご注文を
お願い致します。

http://www.yzk-shop.com/
■矢崎化工株式会社が運営するオンラインショップ
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品名 注文品番 カラー サイズ (mm)
幅×長さ×厚さ

一巻
枚数 入数 材質

タイミーパック（低密度）

タイミーパック

HR-0920ケース 透明 150×250×0.02 1400 6

低密度ポリエチレン

HR-202025ケース 透明 200×250×0.02 1400 6
HR-1220ケース 透明 200×300×0.02 1200 6
HR-1230ケース 透明 200×300×0.03 830 6
HR-1320Lケース 透明 230×340×0.02 1000 6
HR-233520 6PCS 透明 230×350×0.02 930 6
HR-1320LLケース 透明 230×450×0.02 750 6
HR-1520ケース 透明 250×350×0.02 550 6
HR-1525ケース 透明 250×350×0.025 450 6
HR-1530ケース 透明 250×350×0.03 350 6
HR-1630ケース 透明 260×380×0.03 320 6
HR-1930ケース 透明 300×400×0.03 330 6
HR-2030ケース 透明 300×450×0.03 260 6
HR-3225ケース 透明 650×800×0.025 95 6
HR-3230 Bケース ブルー 650×800×0.03 80 6
HR-3230 MWケース ミルクホワイト 650×800×0.03 80 6
HR-3540ケース 透明 800×900×0.04 50 6
HR-3540 Bケース ブルー 800×900×0.04 50 6
HR-3540 MWケース ミルクホワイト 800×900×0.04 50 6

タイミーパック（高密度）

タイミーパック

T-1206ケース 半透明 200×300×0.006 3700 6

高密度ポリエチレン

※
T-1200ケース 半透明 200×300×0.008 2800 6 ※
T-1306ケース 半透明 230×340×0.006 3300 6 ※
M-13085ケース 半透明 230×340×0.008 2500 6 ※
M-1310Lケース 半透明 230×340×0.01 2000 6
T-1506ケース 半透明 250×350×0.006 2600 6 ※
T-1606ケース 半透明 260×380×0.006 2600 6 ※
T-1608ケース 半透明 260×380×0.008 2000 6 ※
M-2308Sケース 半透明 360×400×0.008 1170 6
M-2310ケース 半透明 360×500×0.01 750 6

タイミーパックライト

T-12045ケース 半透明 200×300×0.0045 4700 6

高密度ポリエチレン

※
T-13045ケース 半透明 230×340×0.0045 4200 6 ※
T-15045ケース 半透明 250×350×0.0045 3300 6 ※
T-16045ケース 半透明 260×380×0.0045 3300 6 ※

タイミーパックマチ付 TG-2308S 6PCS 半透明 360（260）×400×0.008 1200 6 高密度ポリエチレン ※

品名 注文品番 カラー サイズ (mm)
幅×長さ×厚さ

一巻
枚数 入数 材質

タイミーパック小巻（低密度）

タイミーパック
（小巻）

HS-1220 20PCS 透明 200×300×0.02 200 20

低密度ポリエチレン
HS-1320 20PCS 透明 230×340×0.02 170 20
HS-1520 20PCS 透明 250×350×0.02 160 20
HS-1620 20PCS 透明 260×380×0.02 150 20
HS-1320LLケース 透明 230×450×0.02 150 20

タイミーパック小巻・中巻（高密度）

タイミーパック
（小巻）

MS-1206Aケース 半透明 200×300×0.006 550 20

高密度ポリエチレン

MS-1306Aケース 半透明 230×340×0.006 470 20
MS-1506Aケース 半透明 250×350×0.006 440 20
MS-1606Aケース 半透明 260×380×0.006 380 20

タイミーパック（中巻）MM-364006 12PCS 半透明 360×400×0.006 470 12
TM-2308SL 6PCS 半透明 360×400×0.008 1000 6 ※

HS-1620ケース

T-1206ケース

HR-1630ケース

タイミーパック（リール巻きポリ袋） 幅 150mmの小袋から、幅 800mmの大袋まで品種豊富な基本タイプです。

タイミーパック（小巻・中巻） 巻き数を少なく、小さく巻くことで扱いやすくした、スベースを取らないポリ袋です。

H-48

H-48

タイミーパックのPL認証は日本国内生産品のみです。※一部海外生産品

ケース単位でのご注文を
お願い致します。
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品名 注文品番 カラー 適合するポリ袋 入数 材質

タイミーホルダー

SF-207 IVO アイボリー
HS-1220

20

ポリプロピレン

MS-1206A

SF-247 IVO アイボリー

HS-1220

20
HS-1320
HS-1320LL
MS-1206A
MS-1306A

SF-267 IVO
SF-267 C

アイボリー
クリア

HS-1320

20

HS-1320LL
HS-1520
HS-1620
MS-1306A
MS-1506A
MS-1606A

SF-207 IVO

SF-247 IVO

SF-267 IVO

SF-267 C

タイミーホルダー

スーパーや量販店で必ずと言っていいほど用意されている食品
包装用のポリ袋。1枚ずつ取り出せて無駄になりにくいホルダー
なども開発。燃やしても有害ガスが発生しない原料を使用して
います。

http://www.yzk-shop.com/
■矢崎化工株式会社が運営するオンラインショップ



02081801

DN-003-22

TEL (0126)63-4285　 FAX (0126)63-4459

北 海 道 支 店
〒072-0007　北海道美唄市東6条北8-2-1

TEL (022)382-2145　 FAX (022)382-1099

仙  台  支  店
〒981-1223　宮城県名取市下余田字中荷280

TEL (0276)38-1511　 FAX (0276)38-3522

関  東  支  店
〒373-0823　群馬県太田市西矢島町88

本 社　生 活 器 材 部
〒422-8519　静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

TEL (04)2944-1156　 FAX (04)2944-7007

東 京 支 店
〒359-0023　埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3

TEL (0463)81-4315　 FAX (0463)81-4316

神 奈 川 支 店
〒257-0024　神奈川県秦野市名古木3-4

TEL (054)286-1101　 FAX (054)286-3988

静  岡  支  店
〒422-8519　静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

TEL (0568)67-0111　 FAX (0568)67-7219

名 古 屋 支 店
〒484-0963　愛知県犬山市字鶴池48-2

TEL (072)672-8111　 FAX (072)673-8822

大  阪  支  店
〒569-8551　大阪府高槻市大塚町5-1-1

TEL (087)866-6411　 FAX (087)867-1916

高 松 支 店
〒761-8058　香川県高松市勅使町227

TEL (0829)36-1111　 FAX (0829)36-3890

広 島 支 店
〒738-0042　広島県廿日市市地御前1-7-17

TEL (0948)72-0310　 FAX (0948)72-4026

九 州 支 店
〒820-0702　福岡県飯塚市平塚481-1

 http://www.yazaki.co.jp/ 

矢崎化工株式会社は、生産プロセスにおいて国際規格である品質マネジメントシステム
(ISO9001)および、環境マネジメントシステム(ISO14001)の認証を取得しております。


