ホ テ ル 用 製 品 総 合 カ タ ロ グ

Comfort Goods
R

monochrome,
new excellence,
excellence, misty,
acryl, asian taste,
mellina luce,
arch box, trash box,
ash tray,
table goods,
cutlery, tray,

4

vol.

Comfort Goods
R

も う 一 度 泊 ま り た い、そ の 一 言 の た め に 。
ゲ スト ル ーム に 到 着 し 、上 着 を とる 。ふ と 目 に 映 る 室 内 の 風 景 。
そ こ は 、誰 も が 心 地 よ い くつ ろ ぎ を 感 じ る 本 物 の アメ ニティ 空 間 。
も う 一 度 泊 まりた い 。大 切 な ゲ スト にそ う言 わ せる た め の ス パ イ ス は 、
吟 味 を 重 ね て 選 ば れ た 、アメ ニティグッズ た ち 。
メリ ー ナ は 、選 ば れ る ホ テル づ くり を お 手 伝 い し ま す。
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contents
Monochrome
モ ノク ロ ー ム
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New Excellence
ニ ューエク セ レン ス

13

Excellence
エク セ レン ス

17

Misty
ミ ス ティ

19

Acryl / Asian Taste
アクリル / アジ ア ン テイスト

25-26

Mellina Luce
メリー ナル ー チェ

26

Arch Box
分 別ゴミ箱

27

Trash Box
クズ 入 れ
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Ash Tray
灰皿
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Table Goods
ビュッフェ・仕切プレート

31

Table Goods
仕切プレート・飯碗・汁椀

33

Table Goods
ボール・タンブラー・カップ・クリスタ

●使用製品／トレー大（M803EB）
・
ドリップバッグ入れ
（M810EB）
・
ドリップバッグトレー
（M811EB）
・
コーヒーカップ（T65SOB）
・
ソーサー
（T68SOB）
・タンブラー
（CO99SLV）
・
コースター
（M576IW）
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Table Goods
ミナモヴィータ・ミナモ・こぐまちゃん
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Cutlery
特別な一日を過ごしていただく、
とっておきの
空間。だからこそ、細部にまでこだわりたい。

カトラリー・箸

●使用製品／アメニティボックス
（M808IW）

Tray

インテリアとともに客室を演出する小物たち。
ホテルのセンスが表れます。

トレ ー

39

40

●使用製品／ハーフティッシュボックス
（M805BN）
･
コーヒーカップ
（T65SOB）
・ソーサー
（T68SOB）

ゴミ袋の縁をさりげなく隠す小さな気配り。
それも大切なお客さまをお迎えするため。
●使用製品／トラッシュボックス
（M815EB）
・
トラッシュカバー
（M815CB）
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デ ザイン・品 質・機 能 性…。
すべてが おもてなしの心 だと、
メリーナは 考えます。

Design

感性豊かなデザイン

高感度なデザインとフォルム。
くつろぎ、贅沢、洗練…ホテルライフのさまざま
な要 素を凝 縮した形が、メリーナのフォルム
です。インテリアとしての美しさを大切にした
感 性 豊 かなデ ザイン が、お 客 さ まを 本 物 の
アメニティ空間へお迎えします。

モノクロームがグッドデザイン賞を受賞。
表面にマット加工を施したハイグレードな質感、
主張しすぎないシンプルな形状が評価され、
モノクローム・エコブラックのダストボックスと
トレーの5製品が、2009年度グッドデザイン賞
を受賞しました。

Quality
日本製ならではのクオリティ。
日 本 人 だ け で なく、海 外 の 方 か ら も 高 く
評価を受ける日本製品。メリーナはプロの目に
かなう、メイド・イン・ジャパンの高品質が自慢。
ぜ ひ、そ の 仕 上 げ の 美しさ、質 感 の 違 い を
お確かめください。

先進の技術が生み出す素材感。
光 が 透 ける半 透 明 の「ミスティメリーナ」や
せっ器調の「 ミナモヴィータ」など、メリーナ
の先進技術が、従来は出せなかったハイタッチ
な素材感を実現。高い品質とセンスの良さで
ギフトとしても好評です。
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信頼の品質

Usability

プロ仕様の機能性

メンテナンスを考えた耐久性。
メリーナの素材には、耐熱性・耐水性に優れ、
軽くて頑 丈なメラミン樹脂やＦＲＰを使 用。
洗浄や運搬の際にも取り扱いやすく、ハードな
ホテルユース に 長 期 間 耐 え 抜 き、美しさ を
保ちます。

安全性や衛生面も先進的。
熱硬化性樹脂であるメラミン樹脂やＦＲＰは、
難 燃 性 のため 防 火 上の 安 全 性 が 高 い 素 材
です。また、臭素系難燃剤を含まないので環境
面 で も 安 心 。さらに 、汚 れや 雑 菌 も 簡 単 に
洗い落とせ衛生的です。

独自のアイデア設計が随所に。
収 納 性 を 考 え、ほと んどの 製 品 が 安 定して
スタッキングできる設計に。また、灰皿等には
汚染防止加工、トラッシュボックスには静音の
た め の 底 部 ゴ ム ベ ース な ど 、使 い 勝 手 を
考えたアイデアが各製品に活きています。

Ecology

先進の環境配慮

リサイクル素材を使ったエコマーク製品。
エコロジーを意識した取り組みは、ホテル業界
ではもはや常識です。メリーナはその動向に
対応し、再生メラミンのリサイクルシステムを
独自に確 立。エコマーク認 定を受けた「モノ
クローム・エコブラック」を開発しました。

ゴミの分別、省資源などにも対応。
分別ゴミ箱「 アーチボックス 」
、ゴミを減らし
省資源に役立つ「 スタンキャップ 」や「 ソープ
ディスペンサー」など、環境にやさしい先進的な
製 品 をご用 意 。環 境 保 護 へ のお 取り組みに
貢献します。
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エコブラック（EB）
・ブラック（B）
・アイボリーホワイト（IW）
・ホワイト（W）
・ブラウン（BN）

モノクローム／エコブラック・ブラック・アイボリーホワイト・ホワイト・ブラウン

高級感の ブラック 、清潔感の ホワイト 、
温もり感の ブラウン 。３つの個性が光ります。

Stylish

スタイリッシュ

Ecology

エコロジー

どんな客室にもマッチする３つのカラーをまとったスタイ

環境意識の高さが求められる現代。省エネ・省資源や

リッシュなホテルグッズ、「モノクローム」。高級感と

廃棄物削減への取り組み、環境マネジメントシステムの

個 性が 際 立つ「ブラック」、上品さと清 潔感が 輝く

認証取得など、ホテル業界でも環境保護に向けた活動を

「ホワイト」
、
落ち着きと温もり感を漂わせる「ブラウン」
。

積極的に推進されています。モノクローム
「エコブラック」
は、

どれも表面にマット加工を施したハイグレードな質感が

新開発のリサイクル素材、再生メラミンを使ったエコ

魅力。やわらかな曲線とシャープな直線を融合させた

マーク認定製品。ホテルの環境保護へのお取り組みに

フォルムは、まるでモダンアートのようです。

貢献できる製品です。

●使用製品／ハーフティッシュボックス
（M805EB・M805IW・M805BN）
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ゴミ袋の縁を隠し、スッキリ見せる
カバーをご用意しました。

表面は繊細なシボ加工によるマット仕上げ。
まるでモダンアートのような印象です。

モノクロームはあくまでハイセンス。美しく
見せることに徹底してこだわりました。

モノクローム「エコブラック」はエコマーク認定製品です。

エコマークは、
「 生 産 」から
「廃棄」にわたるライフサイ
クル全体を通して環境への

おしゃれなエコマーク認定シールもご用意。
環境への配慮をアピールできます。

再生材料を使用
再生プラスチック70％

再生材料を使用
再生プラスチック60％

再生材料を使用
再生プラスチック53％

製品写真下の
エコマーク認定番号の前に

製品写真下の
エコマーク認定番号の前に

製品写真下の
エコマーク認定番号の前に

70

印で表示しています。

60

印で表示しています。

再生メラミンとは…

53

負荷が少なく、環境保全に
役立つと認められた製品に
つけられる環境ラベルです。

印で表示しています。

モノクローム／エコブラック・ブラック・アイボリーホワイト・ホワイト・ブラウン

直線と曲線を組み合わせた
アーティスティックな フォルム

再生業者

使用済みメラミン製品を
リサイクルした素材です
熱を加えても再溶解しないメラミン樹脂は、再生

製品の回収・選別・微粉砕

材料としての活用が難しく、回収されてもほんの
一部が研磨剤などに再利用されるだけでした。
製品ご使用先、
そして再生業者と材料メーカーの

お客さま

材料メーカー

協力を得て、再生メラミンのリサイクルシステムを
開 発 。 エコマークの認 定を受けた「 再 生メラ
ミン」が誕生しました。

外観や品質、機能性は
バージンメラミンとほぼ 同じ
再生メラミンは、高い耐熱性、表面硬度などメラミン
樹脂の優れた特性をそのまま保持。

使用済みメラミン製品

再生メラミンの
リサイクル
システム

リサイクルメラミンと
メラミン樹脂を混練し
再生メラミン成形材料に

eco-black

軽くて丈夫で扱いやすく、汚れても丸洗いができる
など、ハードなホテルユースでも長 期 間、美しく
使えます。また、難燃性のため防火安全性が高い
ことや、
寸法精度が高いので安定したスタッキング
ができ収納性がいいことも特長です。

再生メラミン製品を製造

国際化工
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格調高く、個性豊かに。マットブラックの存在感。
モノクローム／エコブラック・ブラック

eco-black

エコブ ラック（ E B ）
・ブ ラック（ B ）

エコマーク認定番号
53 第08128028号

535012

M801 EB トレー 小

エコマーク認定番号
53 第08128028号

537115

M822 EB 長角トレー

〈10/80〉
218×108×h17㎜ ￥700

〈5/50〉
300×108×h18㎜ ¥ 950

エコマーク認定番号
53 第08128028号

535111

M802 EB トレー 中

エコマーク認定番号
53 第08128028号

535210

M803 EB トレー 大

〈5 /60〉
300×162×h18㎜ ￥1,160

〈5/40〉
330×224×h19㎜ ￥1,760

エコマーク認定番号
53 第08128029号

535715

M808 EB アメニティボックス
〈2/36〉
210×108×h55㎜ ￥1,200

エコマーク認定番号
53 第08128029号

538112

M832 EB アメニティボール 小
〈5/50〉
256×140×h49㎜ ￥1,100

カバー部を持って持ち上げても
ベース部が抜け落ちません。

エコマーク認定番号
60 第08128032号

535432

M805 EB ハーフティッシュボックス ベース部 再生ABS
〈5/30〉
148×139×h67㎜ ￥1,600
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持ち運びやすいよう、
ベース部と
カバー部がはまる固定式。はずす
時もワンタッチでメンテナンスも
効率的です。

エコマーク認定番号
60 第08128032号

M806 EB ティッシュボックス ベース部 再生ABS
〈1/24〉
266×139×h66㎜ ￥2,300

535531

エコマークは、
「生産」
から
「 廃 棄 」にわたるライフ
サイクル 全 体を通して
再生材料を使用
再生プラスチック70％

再生材料を使用
再生プラスチック60％

再生材料を使用
再生プラスチック53％

製品写真下の
エコマーク認定番号の前に

製品写真下の
エコマーク認定番号の前に

製品写真下の
エコマーク認定番号の前に

70

印で表示しています。

60

印で表示しています。

53

環境への負荷が少なく、
環 境 保 全 に 役 立 つと
認められた製 品につけ
られる環境ラベルです。

印で表示しています。

エコマーク認定番号
53 第08128034号

535913

ドリップバッグ入れとトレーの
ご使用例。

M810 EB ドリップバッグ入れ
〈2/50〉
153×95×h71㎜ ￥1,040

エコマーク認定番号
53 第08128034号

モノクローム／エコブラック・ブラック

●材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に色ムラが出ることがあります。

536019

M811 EB ドリップバッグトレー
〈20/200〉
139×82×h20㎜ ￥560

M812ティーバッグ入れの目皿
は、M820ティーバッグボックスで
も使用することができます。
エコマーク認定番号
53 第08128034号

エコマーク認定番号
53 第08128034号

536132

M812 EB ティーバッグ入れ 目皿付
〈5/60〉
155×80×h32㎜ ￥1,000
（目皿のみ￥300）

M820 EB ティーバッグボックス
〈5/120〉
81×81×h34㎜ ￥440

※本品はエコマーク認定製品ではありません
※本品はエコマーク認定製品ではありません

538532

M840 B 7オンスタンブラー PCT
〈10/200〉
73×h86㎜
（210ml）￥700

PCTはリモネン
（柑橘類の皮汁）
に膨潤され
ますので、
製品表面に付着したときは速やかに
洗浄してください。

536910

エコマーク認定番号
53 第08128034号

538716

M842 EB スタンキャップ
〈20/300〉
82×h11㎜ ¥ 200

536453

合皮製品のため、
サイズは±2mmの
誤差がでます。

M815CB トラッシュカバー 合成皮革
〈1/24〉
264×179×h80㎜ ￥3,700
水洗いしないでください。

ゴミ袋
アウターカバー

トラッシュ
カバー
（M815C B ）

ゴミ袋

トラッシュ
ボックス
中子
（本体部）

エコマーク認定番号
70 第08128030号

536231

セットしたゴミ袋をアウターカバーで
隠すおしゃれなゴミ箱です。

M813 EB ダストボックス 中子 再生ABS
〈1/20〉
113×113×h131㎜
（880ml）￥2,160
品名後の 再生ABS PCT 合成皮革 は材質を表しています。

※本品は再生メラミンを使用していますが、
エコマーク認定製品ではありません

536415

M815 EB トラッシュボックス
〈3/12〉
250×165×h260㎜
（8.9L）￥3,800

セットしたゴミ袋を隠すトラッシュ
カバーを別売でご用意。

オレンジ色品番は特別製品につき、
巻末
「カタログの見方」
を参照ください。

8

マット仕上げの純白が醸し出す、ワンランク上の清潔感。
モノクローム／アイボリーホワイト・ホワイト

ivory-white

アイボリー ホ ワイト（ IW ）
・ホワイト（ W ）

535005

M801 IW トレー 小

537108

M822IW 長角トレー

〈10/80〉
218×108×h17㎜ ￥700

〈5/50〉
300×108×h18㎜ ¥ 950

535203

535104

M803 IW トレー 大

M802 IW トレー 中

〈5/40〉
330×224×h19㎜ ￥1,760

〈5/60〉
300×162×h18㎜ ￥1,160

538105

535708

M808 IW アメニティボックス

M832 IW アメニティボール 小
〈5/50〉
256×140×h49㎜ ￥1,100

〈2/36〉
210×108×h55㎜ ￥1,200

カバー部を持って持ち上げても
ベース部が抜け落ちません。

535401

M805 IW ハーフティッシュボックス ベース部 ABS
〈5/30〉
148×139×h67㎜ ￥1,600
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持ち運びやすいよう、
ベース部と
カバー部がはまる固定式。はずす
時もワンタッチでメンテナンスも
効率的です。

535500

M806 IW ティッシュボックス ベース部 ABS
〈1/24〉
266×139×h66㎜ ￥2,300

やさしくピュアな 白 が、
サニタリーに
極上のやすらぎをお届けします。
●使用製品／アメニティボックス
（M808IW）

M810 IW ドリップバッグ入れ

モノクロー ム ／ アイボリー ホワイト・ホワイト

535906

ドリップバッグ入れとトレーの
ご使用例。

536002

M811 IW ドリップバッグトレー

〈2/50〉
153×95×h71㎜ ￥1,040

〈20/200〉
139×82×h20㎜ ￥560

M812ティーバッグ入れの目皿
は、M820ティーバッグボックスで
も使用することができます。
536101

536903

M820 IW ティーバッグボックス

M812 IW ティーバッグ入れ 目皿付

〈5/120〉
81×81×h34㎜ ￥440

〈5/60〉
155×80×h32㎜ ￥1,000
（目皿のみ￥300）

538501

M840 W 7オンスタンブラー
〈10/200〉
73×h86㎜
（210ml）￥700
PCT

PCTはリモネン
（柑橘類の皮汁）
に膨潤され
ますので、
製品表面に付着したときは速やかに
洗浄してください。

538709

M842 IW スタンキャップ
〈20/300〉
82×h11㎜ ¥ 200

ゴミ袋
アウターカバー

トラッシュ
カバー
（M815C B ）

ゴミ袋

トラッシュ
ボックス
中子
（本体部）

536200

セットしたゴミ袋をアウターカバーで
隠すおしゃれなゴミ箱です。

M813 IW ダストボックス 中子 ABS
〈1/20〉
113×113×h131㎜
（880ml）￥2,160
品名後の ABS PCT 合成皮革 は材質を表しています。

536408

M815 IW トラッシュボックス
〈3/12〉250×165×h260㎜
（8.9L）￥3,800

セットしたゴミ袋を隠すトラッシュ
カバーを別売でご用意。
（M815C B トラッシュカバー P.8
参照）
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洋室にも和室にもマッチ。落ち着いたブラウンの温もり感。
モノクローム／ブラウン

brown
ブ ラウン（ B N ）

535029

M801BN トレー 小
〈10/80〉
218×108×h17㎜ ¥ 700

535128

M802BN トレー 中
〈5/60〉
300×162×h18㎜ ¥ 1,160

535227

M803BN トレー 大
〈5/40〉
330×224×h19㎜ ¥ 1,760

535722

M808BN アメニティボックス
〈2/36〉
210×108×h55㎜ ¥ 1,200

カバー部を持って持ち上げても
ベース部が抜け落ちません。

535463

M805BN ハーフティッシュボックス ベース部 再生ABS
〈5/30〉
148×139×h67㎜ ¥ 1,600

持ち運びやすいよう、
ベース部と
カバー部がはまる固定式。はずす
時もワンタッチでメンテナンスも
効率的です。

ゴミ袋
トラッシュ
カバー
（M815C B ）

トラッシュ
ボックス

535562

M806BN ティッシュボックス
〈1/24〉
266×139×h66㎜ ¥ 2,300

ベース部 再生ABS
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※本品は再生メラミンを使用していますが、
エコマーク認定製品ではありません

536422

M815 BN トラッシュボックス
〈3/12〉
250×165×h260㎜
（8.9L）¥ 3,800

セットしたゴミ袋を隠すトラッシュ
カバーを別売でご用意。
（M815C B トラッシュカバー P.8
参照）

モノクローム／ブラウン

535920

ドリップバッグ入れとトレーの
ご使用例。

M810BN ドリップバッグ入れ
〈2/50〉
153×95×h71㎜ ¥ 1,040

536026

M811BN ドリップバッグトレー
〈20/200〉
139×82×h20㎜ ¥ 560

M812ティーバッグ入れの目皿
は、M820ティーバッグボックスで
も使用することができます。
536163

M812BN ティーバッグ入れ目皿付
〈5/60〉
155×80×h32㎜ ¥ 1,000
（目皿のみ￥300）

536927

M820 BN ティーバッグボックス
〈5/120〉
81×81×h34㎜ ¥ 440

ナチュラル、
モダン、
シック、
どんなインテリアにもしっくり馴染みます。
●使用製品／ハーフティッシュボックス
（M805BN）

品名後の 再生ABS は材質を表しています。
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アイボリーホワイト（IW/IWC）

ハイグレードな客室にふさわしい、磨きぬかれたアーバン感覚。
●厚みのあるどっしりとした存在感は、最高級のおもてなしに。
●丸みを帯びたやさしいフォルムで、ヒューマンなあたたかさも。
●気品あふれる白の輝きは、ハイグレードな客室をいっそう引き立てます。

ニュー エクセレンス／アイボリーホワイト

※C4コップ・C8ルームカップ・M741タンブラーが
伏せた状態で２つセットできます。

444406

M274IW 小判トレー

516837

M332 IW オーバルトレー

〈5/80〉200×110×h15㎜ ￥700

〈10/80〉226×131×h15㎜ ￥750

444505

444604

M278IW トレー 中

M277IW トレー 小

〈5/40〉305×175×h16㎜ ￥1,400

〈5/60〉225×130×h15㎜ ￥880

444703

M279IW トレー 大

〈5/40〉345×230×h16㎜ ￥1,800

574639

M782 IW アクアトレー 中

〈5/20〉
298×168×h18㎜ ￥1,840
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574431

M782S IW アクアティッシュカバー
（浅型）

〈1/12〉
298×168×h68㎜ ￥3,480

ニュー エクセレンス／アイボリーホワイト

いい一日が始まりそう…。そんな予感を抱かせるニューエクセレンスの輝き。

●使用製品／フリーケース
（M345IW）
・角トレー 小
（M256IW）
・ハーフティッシュボックス
（M295IW）

ベース部
M295・M296共通

443607

M295IW ハーフティッシュボックス

433608

市 販ティッシュケースの異なる
高さ
（54mm〜62mm）
に対応でき
ます。ベース部は、復元性に優れ、
匂いや色うつりのない最高級エラ
ストマー樹脂製。長期使用にも
ベース部が変形して、
はずれやすく
なることがありません。

M296 IW ティッシュボックス
（浅型）

〈1/30〉163×153×h71㎜ ￥1,800

〈1/20〉285×155×h69㎜ ￥2,560

446356

ティーバッグ入れは、2段重ねで
使用することができます。

M271IW ティーバッグ入れ

448206

M273S IW ティーバッグセット

〈10/180〉87×75×h45 ㎜ ￥500

〈5/60〉192×108×h41㎜ ￥1,740

ティーバッグボックスは、2段重ね
で使用することができます。
M273T IW ティーバッグトレー

448305
〈10/100〉
192×108×h16㎜

￥680

M273B IW ボックス

448404
〈10/120〉
78×78×h36㎜

￥380

M272CIW 目皿

444307
〈50/300〉
68×68×h10㎜

本体 519333
蓋
519432

￥300

フリーケースは、重ねてもお使い
いただけます。

M345IW フリーケース 111×98×h66 ㎜
本体 B〈10/120〉111×98×h37㎜ ￥600
蓋 C〈10/240〉111×98×h31㎜ ￥400
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環境にやさしいキャップ＆コースターです。 繰り返し使え、省資源、経費節減に役立ちます。
ニュー エクセレンス／アイボリーホワイト

C74スタンキャップが
使用できます。

150802

C4IW コップ 大
〈20/240〉73×h80㎜（205ml）￥330

C74スタンキャップが
使用できます。

570846

M741IW タンブラー 小
〈10/100〉72×h90㎜（190ml）￥340

M576コースターが
使用できます。

570631

M751 IW タンブラー
〈10/100〉79×h94㎜（260ml）￥420

M576コースターが使用できます。
汚染防止加工品
530024

M651IWC タンブラー
〈10/100〉77×h90㎜（220ml）￥520

裏返せばコースターとしても
ご使用いただけます。
直径６２ｍｍまでのタンブラー、
カップなどに使えます。

158501

C63IW スタンキャップ63

直径73ｍｍまでのタンブラー、
カップなどに使えます。

159003

C74IW スタンキャップ74

〈20/300〉70×h11.5 ㎜（内寸63）￥180

159010

C74IWM スタンキャップ74

〈20/300〉81.5×h12㎜（内寸74）￥190

〈20/300〉81.5×h12㎜（内寸 74）￥250

C74IWMは、
インク部分が熱に弱い
ため、
自動洗浄機には使えません。

コップの蓋としても
ご使用いただけます。

667201

M576IW コースター

〈20/440〉91×h8 ㎜ ￥230

環境にやさしい製品です。
詰め替え式のポンプ容器とアウ
ターカバーのセット。液剤をムース
状の泡にして出せるので、使用
量が減らせ、
省資源、
経費節減に
役立ちます。

ムースディスペ ン サーの特長
● 洗 剤がムース状の泡で出てくる

ので、泡立てる手間がいりません。

● 液 体 洗 剤を薄 めて 使えるので

経済的です。

● 希釈時の目安が分かりやすいよう、

512525

M313IW ムースディスペンサー
〈1/25〉77×77×h177㎜（340ml）￥1,600
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内ボトルは目盛り付きで中 身が
見えるポリエチレン製です。
● 外カバーは、
高級感のある丈夫な
メラミン樹脂製です。
● インテリア、
置き場所を選ばない、
シンプルでスマートなデザインです。

汚染防止加工品

445601

M254IWC 石鹸入れ 小

〈10/360〉95×75×h14㎜ ￥360

M255IWC 石鹸入れ 大

〈10/180〉117×92×h15㎜ ￥460

汚染防止加工品

512105

汚染防止加工品

445700

M317IWC シェルディッシュ 小

〈20/200〉
102×87×h22 ㎜ ￥380

製品内部にすべり止めシート採用

M319 IW フレアーボックス 小

M310IWC シェルプレート

〈5/30〉
206×148×h61㎜ ￥1,200

〈5/30〉
261×211×h41㎜ ￥1,450

513706

514048

汚染防止加工品

513904

M318 IWC シェルディッシュ 大

〈10/100〉
131×113×h27㎜ ￥520

汚染防止加工品
製品内部にすべり止めシート採用

ニュー エクセレンス／アイボリーホワイト

汚染防止加工品

531021

M658IWC アメニティトレー

〈5/30〉
204×125×h54 ㎜ ￥1,300

518534

M340IW 角ダストボックス

〈1/20〉140×140×h160㎜（2.1L）￥2,340

どんな色の小物でも、
コーディネートできます。

●型番の後ろの「IWC」表示は内側グレーズコーティング製品です。

●使用製品／フレアーボックス 小
（M319IW）
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アイボリーホワイト（IW/IWC）

基本はシンプル＆ピュア。客室を新鮮な空気で満たします。
●直線を活かしたシンプルなデザインは客室のインテリアを選びません。
●清潔感とあたたかさをあわせ持つピュアな色調は、どなたにも好印象。
●肩のこらないイメージで、くつろぎのホテルライフを演出。

エクセレンス／アイボリーホワイト

445106

M251IW 長角トレー 小

445304

M252IW 長角トレー 中

〈5/120〉
225×113×h15㎜ ￥500

〈5/120〉
285×113×h16㎜ ￥720

446301

M256IW 角トレー 小

445502

M253IW 長角トレー 大

〈5/60〉
289×152×h16㎜ ￥1,060

〈5/100〉
345×113×h16㎜ ￥940

446905

M258IW 角トレー 大

433103

M276IW ハーフティッシュボックス

〈5/40〉
345×230×h17㎜ ￥1,700

〈5/30〉
158×146×h64㎜ ￥1,640

448800

446103

M256SIW ティッシュボックス
（浅型）

〈1/24〉
289×152×h67㎜ ￥2,380
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M266SIW 新ティッシュボックス
（深型）

〈1/20〉
289×145×h88㎜ ￥3,040

身も心もリフレッシュしたいひととき。余分なものを省いたシンプルなフォルムがうれしい。

汚染防止加工品

※C74スタンキャップが使用できます。
（P.15参照）

M272IW ティーバッグ入れ 目皿付

M264IW 石鹸箱

〈5/80〉
157×82×h31㎜ ￥850（目皿のみ￥300）

〈1/100〉
111×84×h42㎜ ￥740

〈10/360〉
86×66×h18㎜ ￥330

431703

※スタンドタイプのチューブが
入らない場合があります。

M197W アイスペール トング・目皿付

〈1/30〉151×110×h131㎜（1.2L）￥2,100（トングのみ￥640）

〈1/30〉
135×78×h88㎜ ￥1,260

〈20/240〉
73×h90㎜
（245ml）￥340

480503

442105

M260 IW 歯ブラシ立て

C8IW ルームカップ

443904

442709

447506

M261IWC 石鹸入れ 小

エクセレンス／アイボリーホワイト

●使用製品／アイスペール
（M197 W）
角トレー 小
（M256 IW）
長角トレー 小
（M251IW）
ボックス
（M273BIW）
スタンキャップ74（C74IW）

M710IW トイレポット アイボリーホワイト
〈1/15〉
155×135×h211㎜
（810ml）￥3,800
本体・蓋／メラミン樹脂 内容器/ABS樹脂
※抗菌・防カビ加工
（一部）
を施しました。

内容器の着脱も、
ワンタッチで
衛生的。
449104

M267IW コットンボックス
〈1/24〉
120×90×h160㎜
（1.0L）￥1,840
●型番の後ろの「IWC」表示は内側グレーズコーティング製品です。

576428

内容器のツマミを図の
ように内 側 へ 押すと
本体から外せます。
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R

花のようなやさしい空 気が、ゆとりの空間をつくります。
P

i

n

k

ピ ン ク（ P K ）

ミスティ／ピンク

446394

516813

M332PK ミスティオーバルトレー

M256 PK ミスティ角トレー 小

〈10/30〉
226×131×h15㎜ ￥1,300

〈5/60〉
289×152×h16㎜ ￥1,700

517315

M335PK ミスティティッシュボックス

518145

M338PK ミスティティッシュケース

〈1/10〉
278×142×h82㎜ ￥4,600

〈1/22〉
278×142×h70㎜ ￥4,400

フリーケースは、重ねてもお使い
いただけます。
本体 519319
蓋
519418

515410

M345PK ミスティフリーケース 111×98×h66㎜

M325 PK ミスティソープディッシュ

本体 B〈10/120〉
111×98×h37㎜ ￥800
蓋 C〈10/240〉
111×98×h31㎜ ￥600

516165

M328PK ミスティフリースタンド

〈1/30〉
85×h96㎜ ￥1,600
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スタンドタイプのチューブが
入らない場合があります。

M330 PK ミスティスタンド

〈1/60〉
130×90×h29㎜ ￥1,460

516417

〈1/20〉
112×87×h82㎜ ￥2,100

513720

M317PK ミスティシェルディッシュ 小

〈20/200〉
102×87×h22㎜ ￥480

513928

M318PK ミスティシェルディッシュ 大

〈10/100〉
131×113×h27㎜ ￥600

●使用製品／フリーケース
（M345 PK）

514017

〈5/30〉
206×148×h61㎜ ￥1,660

570716

M740PK ミスティハンドカップ

〈1/100〉
94×65×h95㎜
（210ml）￥740

製品内部にすべり止めシート採用

514314

281513

M320PK ミスティフレアーボックス 大

H7PK ミスティアールプレート

〈5/25〉
278×196×h59㎜ ￥2,200

C74スタンキャップが
使用できます（P.15参照）
。

570815

M741PK ミスティタンブラー 小

〈1/80〉
72×h90㎜
（190ml）￥600

〈10/100〉
185×72×h12㎜ ￥730

M576ミスティコースターが
使用できます。

570648

M751PK ミスティタンブラー

〈1/60〉
79×h94㎜
（260ml）￥720

環境にやさしい製品です。
詰め替え式のポンプ容器とアウ
ターカバーのセット。液剤をムース
状の泡にして出せるので、使用
量が減らせ、省資源、経費節減に
役立ちます。

コップの蓋としても
ご使用いただけます。

ミスティ／ピンク

製品内部にすべり止めシート採用

M319PK ミスティフレアーボックス 小

667263

M576PK ミスティコースター

〈5/440〉
91×h8㎜ ￥410

ムースディスペ ン サーの特長
● 洗 剤がムース状の泡で出てくる

ので、泡立てる手間がいりません。

● 液 体 洗 剤を薄 めて 使えるので

経済的です。

● 希釈時の目安が分かりやすいよう、

内ボトルは目盛り付きで中 身が
見えるポリエチレン製です。
● 外カバーは、
高級感のある丈夫な
メラミン樹脂製です。
● インテリア、
置き場所を選ばない、
シンプルでスマートなデザインです。

512501

M313PK ミスティムースディスペンサー

〈1/25〉77×77×h177㎜（340ml）￥2,000

シャンプー リンス イン シャンプー
SHAMPOO

RINSE in SHAMPOO

リ ン ス

ボディソープ

HAIR RINSE

BODY WASH

用途サインシール入り。

M 3 1 6ディスペンサー大には、
用途を明快にお知らせする用途
サインシール
（4種）
を製品に同梱
しています。
（用途サインシールの別売につい
ては、
お問い合わせください。）
513010

M315PK ミスティディスペンサー

〈1/40〉86×74×h161㎜（300ml）￥1,480

513300

M316PK ミスティディスペンサー 大

〈1/20〉101×78×h213㎜（540ml）￥2,000

M740・M741・M751には、
熱湯を注がないでください。
また、
自動洗浄機・消毒保管庫にはご使用いただけません。
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１日の はじまりを 優しくつ つ む 、澄 んだ 色 あい 。
N a t u r a l
ナ チ ュ ラ ル（ N L ）

ミスティ／ナチュラル

516806

M332 NL ミスティオーバルトレー

446387

M256 NL ミスティ角トレー 小

〈10/30〉
226×131×h15㎜ ￥1,300

〈5/60〉
289×152×h16㎜ ￥1,700

517308

518138

M335NL ミスティティッシュボックス

M338 NL ミスティティッシュケース

〈1/10〉
278×142×h82㎜ ￥4,600

〈1/22〉
278×142×h70㎜ ￥4,400

517902

502809

M337 NL ミスティポケットティッシュボックス

M298 NL ミスティペーパータオルケース

〈1/40〉
124×94×h52㎜ ￥1,900

〈1/10〉
279×142×h82㎜ ￥4,900

516301

M329NL ミスティスタンド 小

〈5/50〉
103×67×h96㎜ ￥1,260
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516158

M328NL ミスティフリースタンド

〈1/30〉
85×h96㎜ ￥1,600

515403

M325 NL ミスティソープディッシュ

〈1/60〉
130×90×h29㎜ ￥1,460

スタンドタイプのチューブが
入らない場合があります。

M330NL ミスティスタンド

〈1/20〉
112×87×h82㎜ ￥2,100

516400

●使用製品／タンブラー 小
（M741 NL）
・スタンド
（M330 NL）

514000

〈5/30〉
206×148×h61㎜ ￥1,660

570709

M740NL ミスティハンドカップ
〈1/100〉
94×65×h95㎜
（210ml）￥740

製品内部にすべり止めシート採用

281506

514307

M320NL ミスティフレアーボックス 大

H7NL ミスティアールプレート

〈5/25〉
278×196×h59㎜ ￥2,200

C74スタンキャップが
使用できます。
（P.15参照）

〈10/100〉
185×72×h12㎜ ￥730

M576ミスティコースターが
使用できます。

570808

M741 NL ミスティタンブラー 小
〈1/80〉
72×h90㎜
（190ml）￥600

570600

M751 NL ミスティタンブラー
〈1/60〉
79×h94㎜
（260ml）￥720

環境にやさしい製品です。
詰め替え式のポンプ容器とアウ
ターカバーのセット。液剤をムース
状の泡にして出せるので、使用
量が減らせ、省資源、経費節減に
役立ちます。

コップの蓋としても
ご使用いただけます。

ミスティ／ナチュラル

製品内部にすべり止めシート採用

M319NL ミスティフレアーボックス 小

667256

M576 NL ミスティコースター
〈5/440〉
91×h8㎜ ￥410
ムースディスペ ン サーの特長
● 洗 剤がムース状の泡で出てくる

ので、泡立てる手間がいりません。

● 液 体 洗 剤を薄 めて 使えるので

経済的です。

● 希釈時の目安が分かりやすいよう、

内ボトルは目盛り付きで中 身が
見えるポリエチレン製です。
● 外カバーは、
高級感のある丈夫な
メラミン樹脂製です。
● インテリア、
置き場所を選ばない、
シンプルでスマートなデザインです。

512518

M313NL ミスティムースディスペンサー

〈1/25〉
77×77×h177㎜
（340ml）￥2,000

シャンプー

リンス イン シャンプー

リ ン ス

ボディソープ

SHAMPOO

HAIR RINSE

RINSE in SHAMPOO

BODY WASH

用途サインシール入り。
M 3 1 6ディスペンサー大には、
用途を明快にお知らせする用途
サインシール
（4種）
を製品に同梱
しています。
（用途サインシールの別売につい
ては、
お問い合わせください。）

513003

M315NL ミスティディスペンサー

513317

M316NL ミスティディスペンサー 大

〈1/40〉
86×74×h161㎜
（300ml）￥1,480 〈1/20〉
101×78×h213㎜
（540ml）￥2,000

M740・M741・M751 には、
熱湯を注がないでください。
また、
自動洗浄機・消毒保管庫にはご使用いただけません。
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中仕切り

ミスティ／ナチュラル

後側に小物をもたれさせたり、
可動
式間仕切りとしても、お使いいた
だけます。
513713

M317NL ミスティシェルディッシュ 小

〈20/200〉
102×87×h22㎜ ￥480

513911

M318NL ミスティシェルディッシュ 大

〈10/100〉
131×113×h27㎜ ￥600

514505

M321NL ミスティアメニティボックス

〈1/20〉
163×123×h91㎜ ￥2,600

518206

M339NL ミスティダストボックス

〈1/24〉
127×112×h116㎜
（930ml）￥2,600

518503

M340NL ミスティ角ダストボックス

〈1/20〉
140×140×h160㎜
（2.1L）￥3,680

バスルーム、サニタリーには、
安全性の高いメラミンウェアを。

リサイクル、資源保護。
環境に配慮した製品も揃えています。

メラミンは落としても割れにくいので、
ガラスや
陶器に比べて安全性が高く、
バスルーム回り
も安心です。また、湿気でカビたり傷んだり
しにくいのでサニタリーグッズに最適。

環境保護の観点から、
固形石鹸やシャンプーの
ミニボトルを廃 止するホテルが 増えてきま
した。これらの動きに対 応した製 品として
好 評をいただいているのが、
ソープディス
ペンサー。詰め替え式のポンプ容器に、他の
サニタリーグッズと美しくコーディネートできる
アウターカバーをつけました。

繰り返し使え、省資
源、
経費節減に役立
つM576コースター。
コップの蓋としても
お使いいただけます。
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容器が楕円形のため、内容器が空回りしません。
また、
カバー部の下端が内容器より少し上になっている
ため、設置時の音も静かです。

R

青空のような優しさと、涼やかな清潔感が漂います。
B

l

u

e

ブ ル ー（ B U ）

M325BU ミスティソープディッシュ

M328BU ミスティフリースタンド

〈1/60〉
130×90×h29㎜ ￥1,460

570730

M740BU ミスティハンドカップ

〈1/100〉
94×65×h95㎜
（210ml）￥740

スタンドタイプのチューブが
入らない場合があります。

516189

〈1/30〉
85×h96㎜ ￥1,600

C74スタンキャップが
使用できます。
（P.15参照）

570839

M741 BU ミスティタンブラー 小

〈1/80〉
72×h90㎜
（190ml）￥600

〈1/20〉
112×87×h82㎜ ￥2,100

M576ミスティコースターが
使用できます。

570662

M751BU ミスティタンブラー

〈1/60〉
79×h94㎜
（260ml）￥720

リゾートホテルにマッチする
やわらかなデザイン。

リピーターの獲得にもつながる、
細やかな使いやすさの工夫。

個性化が著しいホテル業界。小物を含めた
インテリアにも、差別化できるこだわりが必要
です。集客のカギを握る女性客には、
やさしい
カタチ、
やわらかな色あいが人気です。

何げない小さな部分の使い勝手に、
お客さま
は意外と敏感。
ミスティシリーズでは、洗面
台が狭くならない省スペースのスタンドや、
小ぶりのコップなどもご用意しました。

M329スタンド小は、歯ブラシ以外の
小物収納に便利な中仕切り付。

516431

M330BU ミスティスタンド

コップの蓋としても
ご使用いただけます。

ミスティ／ブルー

515434

667195

M576BU ミスティコースター

〈5/440〉
91×h8㎜ ￥410

M328フリースタンドは、花びら型の穴で、歯ブラシ同士の
毛先がくっつかず、
柄の太さにも幅広く対応。

M740・M741・M751には、
熱湯を注がないでください。
また、
自動洗浄機・消毒保管庫にはご使用いただけません。
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Acryl
アクリル

エレガントな輝き、アクリルならではの透明感。
●アクリルのシャープな透明感が、すがすがしさと清潔さを印象づけます。
●シンプルなフォルムの使いやすい製品です。
●光の変化がお部屋を高感度に演出します。

766065

アクリル

AC110CL 長角アメニティトレー

766072

AC112CL 正角アメニティトレー

〈5/20〉
194×292×h46㎜ ￥4,500

〈5/20〉
246×246×h32㎜ ￥4,400

製品内部にすべり止めシート採用

566030

AC102 CL アメニティボックス 大

製品内部にすべり止めシート採用

566009

AC100CL アメニティボックス 小

〈2/24〉
255×185×h69㎜ ￥5,500

〈2/24〉
210×120×h58㎜ ￥4,600

Asian Taste

566108

AC200CL ハーフティッシュボックス

〈2/24〉
141×125×h82㎜ ￥6,500

特別製品

黒金線・べっ甲

黒金線・べっ甲

920-9 ハーフティッシュボックス 黒金線つや消し

〈4/36〉
150×141×h70㎜
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ABS

オレンジ色品番は特別製品につき、
巻末
「カタログの見方」
を参照ください。

926-9 胴張り型クズ入れ 小 黒金線つや消し

〈6/12〉
198×198×h253㎜
（6.2L）

フェノール

詳しくは
お問い合わせ下さい。

メリーナルーチェ

ルーチェは、イタリア語の「光」。透明感で彩ります。
●省スペース設計のスリムなタンブラーです。
●洗いやすいよう、内側の底を大きなカーブに設計しました。
●PCT は、優れた透明性と耐熱性があるだけなく、
アルコールにも侵されません。

541006

M857W タンブラー

541044

M857 SD タンブラー

PCT

〈1/80〉
69×h92㎜
（210ml）¥ 640
色：ソーダグリーン

〈1/80〉
69×h92
（210ml）￥640
色：ホワイト

PCT

〈1/80〉
69×h92
（210ml）￥640
色：カフェブラウン

PCT

〈1/80〉
69×h92㎜
（210ml）¥ 640
色：
ピーチピンク

541020

M857 NTG タンブラー

541037

M857 DP タンブラー PCT

PCT

〈1/80〉
69×h92
（210ml）￥640
色：ナイトグリーン

〈1/80〉
69×h92
（210ml）￥640
色：ダークピンク

メリーナルーチェ／アジアンテイスト

541013

M857CB タンブラー

541051

M857 PP タンブラー

PCT

PCT はリモネン
（柑橘類の皮汁）
に膨潤されますので、
製品表面に付着したときは速やかに洗浄してください。

伝統と格調が薫る、和の味わいとアジアのテイストの融合。

920-8 ハーフティッシュボックス べっ甲

〈4/36〉
150×141×h70㎜

ABS

926-8 胴張り型クズ入れ 小 べっ甲

〈6/12〉
198×198×h253㎜
（6.2L）

フェノール

925-8 胴張り型クズ入れ 大 べっ甲

フェノール

〈3/6〉
250×250×h280㎜
（11.1L）

品名後の ABS フェノール PCT は材質を表し、ABS フェノール は塗り製品です。
塗り製品は変形したり割れたりしますので、水に漬け置きしないでください。
また、
たわし・みがき粉などを使用しないでください。
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Arch Box
分別ゴミ箱

環境問題に対応した、セパレートタイプの分別ゴミ箱。
●燃えるゴミと、空き缶などの不燃ゴミを分別して捨てられ、ゴミ回収が効率的。
●軽くて丈夫で扱いやすく、丸洗いも可能。長期間美しくご使用いただけます。
●コンパクトな浅型、ロング缶対応の深型、弁当容器をそのまま捨てられるワイドの3タイプ。

背中側で組み合わせて、壁ぎわに並べて。
フレキシブルなレイアウトが可能。

アーチボックス

浅型

セパレートタイプになっているので、背中側で
組み合わせたり、壁ぎわに並べて置いたり、
片方だけを単独で使うなど、置き場所の条件に
合わせて幅広く対応できます。

441009

M299BIW アーチボックス 浅型 本体 アイボリーホワイト

〈2/18〉172×158×h240㎜（4.5L）￥2,720

441108

M299B BN アーチボックス 浅型 本体 ブラウン

〈2/18〉
172×158×h240㎜（4.5L）￥2,720

分別ゴミ箱
441016

M299CIW アーチボックス 浅型 蓋

〈10/120〉
173×159×h12㎜ ￥680

アーチボックス

441115

M299CBN アーチボックス 浅型 蓋

〈10/120〉
173×159×h12㎜ ￥680

深型

飲み残しなどで汚れても
丸洗いができて、衛生的です。
汚 れ の 溜まりや すい
内側底のコーナー部を
大きめのカーブで設計
しているので、
洗いやすく
清潔さを保てます。

丈夫で扱いやすく、
長期間、美しく使えます。
割れにくく、耐水性・耐久性にも優れている
ので、取り扱いが 容 易です 。また、十 分な
強度を保ちながら、軽 量 化していますので、
作業負担も軽減できます。

本体・蓋の素材には難燃性の
メラミン樹脂を使用しています。
表面が硬くて割れにくく、耐熱性に優れている
メラミン樹脂は、
灰皿にも使用されています。素材
自身が難燃性なので、万一の際にもクズ入れ
自体は簡単には燃え上がりません。
また、環境
汚染につながるハロゲン化物などの難燃剤を
一切含んでいない、
環境にやさしい製品です。
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440002

M288BIW アーチボックス 深型 本体 アイボリーホワイト

〈2/14〉176×166×h300㎜（6.1L）￥3,150

440019

M288B BN アーチボックス 深型 本体 ブラウン

〈2/14〉
176×166×h300㎜（6.1L）￥3,150

440118

M288CBN アーチボックス 深型 蓋

〈10/100〉177×167×h12㎜ ￥700

アーチボックス

ワイド

450001

M280BBN アーチボックス ワイド 本体 ブラウン
〈2/12〉265×149×h271㎜（6.8L）￥3,600

分別ゴミ箱

M280BIW アーチボックス ワイド 本体 アイボリーホワイト
〈2/12〉265×149×h271㎜（6.8L）￥3,600

450025

ご 活 用 の た め の、様 々 な ご 要 望 に お 応 え し て い ま す 。
分別サインをマーキング

革巻きの本格仕様も

お客さまが利用しやすいように、
また、
分 別を明 快にお知らせするために、
分別のサインをシルクスクリーン印刷や
シールで本体につけることができます。

より高 級 感を演 出する、革 巻きの 別
注品も承ります。高品質な合成皮革で
巻かれたアーチボックスは、ハイグレード
な客 室にもふさわしい 品 格を備えて
います。

ご要 望に応じて 、認 識しやすく
おしゃれな 分 別 サインの
デ ザインも 承ります 。

内筒で、ゴミ袋をすっきりセット

セット用のトレーを使って（浅型のみ）

ゴミ袋を固定しやすく、
すっきり見せられる
内筒（PP製）
を特別注文で承ります。
詳しくは、
お問い合わせください。

アーチボックス 浅型をセットで固定でき、
スッキリと設置ができる便利なトレーも
あります。
（ 別売製品です）

内筒にゴミ袋を
かぶせる。

内筒

そのまま
ゴミ箱の
内側にセット。

環境対策の一環に、多くのホテルがご採用。

ホテル業界でも避けて通れない環境問題。国際規格「ISO14001」を取得するホテルが
増えている今、分別ゴミ箱はエコロジー対策の必須品目です。
エコロジーへの貢献策として
容易に導入できます。

お客さまに対する
イメージアップにも。

メラミンは難燃剤を使わない
環境にやさしい樹脂。

客室内の分別ゴミ箱設置なら、多額の導入
費用をかけず手軽にスタートでき、
お客さまの
理解も得られやすい方策です。

エコロジーに関心の高いお客さまの増加に
伴い、今や「環境問題に取り組む姿勢」は
ホテルを選ぶ基準のひとつとなっています。

素材のメラミン樹脂は難燃性を備えており、
環境汚染物質として問題視されている難燃
剤（ハロゲン化物）
を一切含んでいません。
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Trash Box
クズ入れ

機能的で、コーディネート性にも優れたデザイン。
●軽くて丈夫で扱いやすく、丸洗いも可能。長期間美しくご使用いただけます。
●置き場所を選ばない、シンプルなアイボリーホワイト。
●難燃性のFRPを使用。防火上の安全性を高めています。

丸洗いもできて衛生的。
湿気の多いバスルームにも。

アイボリーホワイト
（IW）

耐水性があるので汚れ
ても丸洗いができ、
いつ
でも清潔。
トラッシュボッ
クスには水はけ用の穴も
開けられ、バスルームに
最適です。
●穴開けについては、お問い合わせください。

軽くて、丈夫ですから、
ルームメイクもはかどります。
軽くて扱いやすく、強靱です。メンテナンスの
負担が少なく、破損を気にせずに扱えるので、
作業効率も高まります。

静かに床にフィットする
底部ゴムベース。

449708

M771IW ラウンドボックス 小

FRP

〈1/12〉
206×h222㎜
（4.9L）￥3,000

449807

クズ入れ

M773IW ラウンドボックス 大

FRP

M268IW トラッシュボックス 大

FRP

〈1/9〉
246×h270㎜
（8.5L）￥4,500

底部には、取り外しもできるゴムベースを採用。
耳 障りな音をカットし、床の保 護にも役立ち
ます。また、安定性が高いので、転倒も防げ
ます。
（M771・M773・M769・M768に採用）

ＦＲＰや（メラミン樹脂）は難燃性素材。
防火上の安全性を高めています。
素材自身が難燃性なので、万一の際にもクズ
入れ自体は簡単には燃え上がりません。
また、
環 境 汚 染 につながるハロゲン化 物などの
難燃剤を含まない、環境にやさしい製品です。

448107

M269IW トラッシュボックス 小

FRP

〈1/12〉
196×145×h222㎜
（4.8L）￥2,700

448008

〈3/12〉
260×170×h260㎜
（9.1L）￥4,000

449609

M769IW スリムボックス FRP
〈1/12〉
260×140×h230㎜
（5.6L）￥3,260
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品名後の FRP は材質を表しています。

449906

M768IW トラックボックス FRP
〈3/12〉
260×170×h280㎜
（8.2L）￥4,140

Ash Tray
灰

皿

スタッキング性と安全性に配慮。デザイン・サイズも豊富に。
●丈夫で扱いやすく、
スタックもできる省スペース設計。機能的な灰皿です。
●形状・サイズ・カラーのバリエーションが豊富。幅広い用途に応えます。
●アイボリーホワイトは、汚れが付きにくい汚染防止加工製品です。

294452

Ⅰ26 GGY アーク灰皿 小

〈10/90〉
100×h29㎜ ￥860
色：グラニッシュグレー

汚染防止加工品

Ⅰ29 GGY アーク灰皿 大

〈5/40〉
160×h36㎜ ￥2,050
色：グラニッシュグレー

〈10/80〉
120×h31㎜ ￥1,100
色：グラニッシュグレー

294407

294759

294551

Ⅰ27 GGY アーク灰皿 中

汚染防止加工品

294506

Ⅰ27 IWC アーク灰皿 中

Ⅰ26 IWC アーク灰皿 小

〈10/80〉
120×h31㎜ ￥1,100
色：アイボリーホワイト・C

〈10/90〉
100×h29㎜ ￥860
色：アイボリーホワイト・C

灰皿

汚染防止加工品

Ⅰ17 IWC ループ灰皿 小
〈10/100〉
110×h30㎜ ￥520
色：アイボリーホワイト・C

汚染防止加工品

Ⅰ7IWC スナック灰皿

〈10/100〉
114×h29㎜ ￥580
色：アイボリーホワイト・C

293301

293332

436500

Ⅰ17 MTB ループ灰皿 小
〈10/100〉
110×h30㎜ ￥520
色：マット茶

Ⅰ17 B ループ灰皿 小
〈10/100〉
110×h30㎜ ￥520
色：黒

291406

435008

Ⅰ8 B スタック灰皿

〈10/100〉
109×h26㎜ ￥500
色：黒

汚染防止加工品

M166IWC ウィング灰皿

〈10/120〉
160×160×h36㎜ ￥770
色：アイボリーホワイト・C

●色名の後ろの「・C」表示は内側グレーズコーティング製品です。

435718

Ⅰ13 B アングル灰皿

〈10/100〉102×102×h25㎜ ￥540
色：黒

439303

439372

M166 B ウィング灰皿

〈10/120〉
160×160×h36㎜ ￥730
色：黒

灰皿の中で吸い殻・紙・お香やローソクなどを燃やさないでください。
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Table Goods
ビュッフェ・仕切プレート

樹脂製だから軽い！丈夫！長持ち！高級 感あふれる大型食器。
●シンプルでスタイリッシュな形状ですから、盛り付けが引き立ちます。
●和洋中のジャンルにこだわらず使え、コーディネートも自由自在です。
●仕切プレートは、持ちやすく軽くて丈夫。様々な仕切形状が揃います。

全品、内側グレーズコーティングを採用。汚れが落ちやすく、長期間美しく使えます。
●使用製品／25cm正角ボール
（E235IWC）
・45cm長角プレート
（E245IWC）

テーブルグッズ／ビュッフェ・仕切プレート

242804

E235 IWC 25cm正角ボール

〈1/15〉
２5０×２5０×ｈ90㎜
（3.0L）￥2,900
色：アイボリーホワイト・C

243108

E238 IWC 28cm三角ボール

〈1/15〉
２81×２76×ｈ110㎜
（3.0L）￥3,300
色：アイボリーホワイト・C

243801

E245 IWC 45cm長角プレート
〈5/15〉
450×230×ｈ3０㎜ ￥3,300
色：アイボリーホワイト・C
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242903

E236 IWC 36cmリーフボール
〈5/30〉
360×160×ｈ75㎜
（1.3L）￥2,300
色：アイボリーホワイト・C

小鉢やマグカップなどとの組み合わせも自在。
メニューの幅も広がります。
●使用製品／仕切プレート
（E216IWC）
・
丸小鉢小
（G97OGD／G97GND）
・
22.5cmPBT箸
（H72MBK）

240909

E216 IWC 仕切プレート

212722

E16 IWC ランチプレート

〈5/40〉
305×197×ｈ21㎜ ￥1,700
色：アイボリーホワイト・C

〈5/50〉
２55×２09×ｈ22㎜ ￥1,400
色：アイボリーホワイト・C

〈5/40〉
234×234×ｈ30㎜ ￥1,550
色：アイボリーホワイト・C

耐熱
漆器

240701

E214 IWC 四ツ仕切プレート

〈5/40〉
２34×２34×ｈ30㎜ ￥1,550
色：アイボリーホワイト・C

耐熱漆器ですから自動洗浄機に使えます。
耐熱温度は、85℃ですが、消毒保管庫には使わないでください。

耐熱
漆器

耐熱
漆器

249001

660-1 九ツ仕切プレート

ABS

〈10/40〉
256×256×h29㎜ ￥3,500
色：パールホワイト

品名後の ABS は材質を表しています。

テーブルグッズ／ビュッフェ・仕切プレート

240800

E215 IWC 三ツ仕切プレート

249018

660-2 九ツ仕切プレート

ABS

〈10/40〉
256×256×h29㎜ ￥3,050
色：パールグレー

オレンジ色品番は特別製品につき、
巻末
「カタログの見方」
を参照ください。
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Table Goods
仕切プレート・飯碗・汁椀

朝のテーブルを個性的、機能的に演出します。
●ビュッフェスタイル朝食の必需品、人気の仕切プレートです。（パレット４・パレット６・パレット９）
●軽食セットメニューの盛り付け、配膳、片付けの手間が省けるアラカルトプレート。
●朝食に必須の、飯碗や汁椀もご用意。幅広い用途にお応えします。

239859

E204IWC パレット4

240206

E209IWC パレット9

〈5/40〉
270×270×h19㎜ ￥1,780
色：アイボリーホワイト・C

〈5/40〉
270×270×h19㎜ ￥2,050
色：アイボリーホワイト・C

ボックスは、パレットにジャストフィット。3色あり
ますので、料理の価格別、カロリー別、栄養素別
などアイデア次第で使い方も広がります。
239903

テーブルグッズ／仕切プレート

E206IWC パレット6

〈10/50〉
270×193×h19㎜ ￥1,290
色：アイボリーホワイト・C

仕切プレートに使える小鉢やボールを豊富にご用意しています。

276700

G101IWC ボックス1

〈10/120〉
76×76×h36㎜
（110ml）￥410
色：アイボリーホワイト・C

〈5/80〉
154×76×h33㎜
（200ml）￥650
色：アイボリーホワイト・C

274706

G77IWC スフレ

〈20/240〉
85×h42㎜
（135ml）￥550
色：アイボリーホワイト・C
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278407

276809

G102IWC ボックス2

G107IWD 六角ボール 小

〈10/160〉
100×90×h48㎜
（160ml）¥700
色：アイボリーホワイト・DC

232805

E134IWD 11cmボール

〈10/180〉
111×h55㎜
（300ml）￥790
色：アイボリーホワイト・DC

278438

G107IPC 六角ボール 小

〈10/160〉
100×90×h48㎜
（160ml）¥700
色：アイボリー/ピンクC

274317

274300

G74IWC 梅型小付

〈10/200〉
81×h39㎜
（100ml）￥420
色：白・C

G74KIS 梅型小付

〈10/200〉
81×h39㎜
（100ml）￥420
色：黄彩・C

502304

M293W パーティートレー
〈5/60〉
196×196×h15㎜ ￥780
色：ホワイト

475509

M179 W アラカルトプレート
〈5/50〉
262×190×h17㎜ ￥1,200
色：ホワイト

475301

M178 W アラカルト 大
〈5/50〉
304×219×h18㎜ ￥1,580
色：ホワイト

391861

171289

D52IWC 14㎝丸深皿

L109IWC 9吋丸皿（メタ）

〈20/200〉
142×h33㎜
（285ml）¥ 580
色：アイボリーホワイト・C

〈10/50〉
235×h25㎜ ¥ 1,080
色：アイボリーホワイト・C

飯碗・汁椀
目安線入りのご飯茶碗でヘルシーメニューをアピール。
目安線下目 A78

目安線上目 A58
約150g

（240kcal）

約100g

（160kcal）
121857

A78HOP 飯碗 中

128047

A58AKK 平茶碗 中

〈10/100〉
122×h70㎜
（410ml）￥1,080
柄：フープ・DC

〈10/100〉
112×h62㎜
（310ml）¥ 790
色：アイボリーホワイト・DC

エコマーク認定番号
50 第11128004号

143606

B39 BKC 汁椀
〈10/120〉
102×h69㎜
（300ml）¥ 580
色：黒・C
50

身 100913
蓋 100968

A83KOH 面取飯碗 小

A83B 面取飯碗 小

身B〈10/120〉
121×h59㎜
（310ml）¥650
蓋C〈10/120〉
121×h39㎜ ¥620
色：粉引

エコマーク認定番号
50 第09128012号

身B〈10/120〉
121×h59㎜
（310ml）¥650
蓋C〈10/120〉
121×h39㎜ ¥620
色：黒

エコマーク認定番号
50 第09128012号

142852

B33B/R 亀甲椀 小
〈10/150〉
115×h58㎜
（300ml）￥420
色：黒内朱

142906

B34B/R 亀甲小吸物椀
〈10/200〉
92×h66㎜
（250ml）￥400
色：黒内朱

692661

T34HAR 茶碗

高強化磁器

〈10/80〉
118×h56㎜
（290ml）¥ 1,230
柄：花あかり内朱

テーブルグッズ／仕切プレート・飯碗・汁椀

身 100906
蓋 100951

121901

A79IWD 飯碗 小

ラインに沿って平にふんわりよそう場合の目安で、
炊きあがりや盛り付けにより誤差が生じます。

〈10/150〉
123×h54㎜
（280ml）￥1,040
柄：赤絵唐草・DC

身 136707
蓋 136905

B17TMB 鈴型小吸物椀 組高さ101㎜
身B〈10/120〉104×h69㎜（330ml）￥570
蓋C〈10/200〉98×h41㎜ ￥400
色：溜内黒

印は、
再生プラスチックを50%使用した製品です。
B33・B34・B39は材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に色ムラが出ることがあります。

●色柄名の後ろの「・DC」表示および
マークはデュアルコーティング製品、
「・C」表示は内側グレーズコーティング製品です。

品名後の 高強化磁器 は材質を表しています。
オレンジ色品番は特別製品につき、
巻末
「カタログの見方」
を参照ください。
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Table Goods
ボール・タンブラー・カップ・クリスタ

客室で、カフェで、ダイニングで。様々なシーンで活躍します。
●透明樹脂の特性を活かしたクリア食器。軽くて丈夫で、扱いもラクです。
●タンブラーやマグカップは、様々なサイズ、カタチを揃えました。
●クリスタは、食器としてだけでなく、客室・水回りのアメニティとしても活躍します。

ボール・タンブラー・カップ

584461

GC26PK 9㎝ボール

PC

584423

〈20/300〉
86×h37㎜（100ml）￥410
色：
ピンク

GC25GN 10.5㎝ボール

〈20/200〉103×h41㎜（170ml）￥470
色：グリーン

585819

CO99AMB タンブラー

COP

〈10/250〉69×h74㎜（200ml）￥550
色：アンバー

テーブルグッズ／ボール・タンブラー・カップ
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PC

584355

GC24CL 11.5㎝ボール

〈10/160〉114×h44㎜（230ml）￥540
色：クリア

PC

〈10/300〉68×h80㎜（200ml）￥390
色：クリア

CT78CL 8オンスタンブラー PCT

〈5/240〉80×h84㎜（220ml）￥420
色：クリア

156408

C35IWC スタックタンブラー

〈10/100〉
72×h93㎜（260ml）￥630
色：アイボリーホワイト・C

584812

GO66AMB 10㎝デザートボール

〈10/120〉
82×h90㎜（260ml）￥580
色：乳白・C

マグ 151533
ソーサー 215303

身 667102
蓋 667201

584768

GO65SLV 11.5㎝サラダボール COP

〈20/240〉114×h42㎜（220ml）￥620
色：
シルバー

583525

CT76GN 13オンスタンブラー PCT

〈5/150〉82×h128㎜（370ml）￥600
色：グリーン

156309

C34Ⅰ 9オンスタンブラー

COP

〈20/300〉102×h41㎜（165ml）￥540
色：アンバー

M576コースターが使用できます。
（P.15参照）
583709

585703

CC89CL 7オンスタンブラー

PC

661100

M550FT ペペタンブラー

660103

464107

M141 W コーヒーカップ

〈10/100〉
100×76×h63㎜（185ml）￥700
色：ホワイト

身 159805
蓋 159959

AS

〈5/140〉84×h102㎜（320ml）￥530
色：フロスト

541MFIW マグカップ 小

〈10/100〉
106×82×h69㎜（230ml）￥650
色：アイボリーホワイト

602448

C7WI コーヒーマグ
〈12/120〉
107×75×h54㎜
（145ml）¥780
色：高麗

M575 PW マグカップ
〈5/100〉
114×81×h70㎜（250ml）￥720
色：ペペホワイト

C17IWD ユニマグカップ
JT5 WP 手付きカップ
〈10/100〉125×99×h62㎜（250ml）￥1,080 〈10/60〉
106×81×h64㎜
（210ml）¥ 860
色：アイボリーホワイト・DC
色：ホワイトピア

E26WI ソーサー
〈12/120〉
152×h18㎜ ¥ 440
色：高麗

M575CPW マグカップ蓋
〈20/440〉
91×h8㎜ ￥230
色：ペペホワイト

C17CIW ユニマグカップ蓋
〈10/240〉100×h28㎜ ￥270
色：アイボリーホワイト

高強化磁器

COP・PCT はリモネン
（柑橘類の皮汁）
に膨潤されますので、
製品表面に付着したときは速やかに洗浄してください。
CT78・CT76 はフロストが薄れ光沢が出ますので、
熱湯に長時間浸漬したり、
表面を固いもので擦らないでください。
M550は消毒保管庫にはご使用いただけません。
品名後の COP PC PCT AS 高強化磁器 は材質を表しています。

シンプルな色とカタチを活かし、アメニティ
入れとしてもおしゃれに使えます。
●使用製品／オーバルパスタプレート
（E121IWC）

クリスタ

232300

E116 IWC 11cm角小皿

〈20/200〉
110×110×h21㎜ ￥540
色：アイボリーホワイト・C

233000

E137 IWD 10cm角小鉢

〈10/160〉100×100×h39㎜（180ml）￥760
色：アイボリーホワイト・DC

E124 IWC 14.5㎝角深皿
〈10/80〉
144×144×h32㎜
（310ml）¥790
色：アイボリーホワイト・C

E111IWC 22cm角平皿

〈10/60〉
253×253×h27㎜ ￥1,650
色：アイボリーホワイト・C

〈10/50〉
245×172×h47㎜
（780ml）￥1,670
色：アイボリーホワイト・DC

230405

E121 IWC オーバルパスタプレート

〈5/40〉
296×167×h52㎜
（920ml）￥1,550
色：アイボリーホワイト・C

234007

E147IWC 27cmオーバルプレート

〈10/60〉
273×128×h35㎜
（440ml）￥1,070
色：アイボリーホワイト・C

233901

E146 IWC 32cmオーバルプレート

〈10/50〉
321×143×h38㎜
（610ml）￥1,340
色：アイボリーホワイト・C

テーブルグッズ／クリスタ

232508

E126IWD オーバルディッシュ

228907

E109 IWC 25cm角平皿

〈10/40〉
220×220×h26㎜ ￥1,400
色：アイボリーホワイト・C

〈10/60〉
200×200×h24㎜ ￥1,130
色：アイボリーホワイト・C

E113IWC 17cm角平皿
〈10/80〉
170×170×h23㎜ ￥870
色：アイボリーホワイト・C

232003

232102

E112IWC 20cm角平皿

232201

230603

238203

E189IWC リーフディッシュ

〈5/30〉
311×163×h55㎜
（880ml）¥ 1,430
色：アイボリーホワイト・C

●色柄名の後ろの「・DC」表示および
マークはデュアルコーティング製品、
「・C」表示は内側グレーズコーティング製品です。

オレンジ色品番は特別製品につき、
巻末
「カタログの見方」
を参照ください。
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Table Goods
ミナモヴィータ・ミナモ・こぐまちゃん

鮮やかなビタミンカラーが、テーブルを元気に彩ります。
●プレートに小鉢を組み合わせるなど、フレキシブルに使えます。
●カラフルな小鉢は、献立や栄養素で色を使い分けるなど、アイデア次第で使い方も広がります。
●お子さま用にこぐまちゃんのプレート・茶碗・マグカップ・カトラリーを揃えました。

汚れがつきにくいデュアルコーティング

断面図

汚れ
汚れ
グレーズ
コーティング層
メラミンベース

グレーズ
コーティング層

白素地でも汚れがつきにくい
デュアルコーティング製品
ミナモヴィータ・ミナモシリーズの一部製品に
は、
食器の内外両面を堅牢なグレーズコーテ
ィング層でおおう製法特許の
「デュアルコーテ
ィング」
を採用。陶器のような艶やかさを持ち、
ハードな業務使用でもキズがつきにくく、
白素
地の食器で気になる食品汚れも防ぎます。
特許製品 PAT No.3398818
●使用製品／２4ｃｍ角プレート
（E191Y）
・丸小鉢小
（G97OGD）
・丸小鉢小
（G97GND）
・デザートフォーク
（H372Y）

238401

テーブルグッズ／ミナモヴィータ・ミナモ
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E191 IWC 24cm角プレート

238418

E191 RC 24cm角プレート
〈5/40〉
２４０×２４０×ｈ２６㎜ ￥2,000
色：
レッド･C

〈5/40〉
２４０×２４０×ｈ２６㎜ ￥1,650
色：アイボリーホワイト・C

236407

E175IWC 22㎝プレート
〈10/50〉
220×h22㎜ ¥ 1,000
色：アイボリーホワイト・C

238425

E191Ｙ 24cm角プレート
〈5/40〉
２４０×２４０×ｈ２６㎜ ￥2,000
色：イエロー･C

236414

E175RC 22㎝プレート
〈10/50〉
220×h22㎜ ¥ 1,300
色：
レッド・C

236421

E175 Y 22㎝プレート
〈10/50〉
220×h22㎜ ¥ 1,300
色：イエロー・C

Cutlery
カトラリー・箸

丈夫で使いやすく。テーブルの名脇役が揃いました。
●カトラリーは、食器とのマッチングもいい、
シンプルでモダンなデザイン。
●箸は樹脂製。繰り返し使えますので、廃棄物の削減、環境保護に役立ちます。
●PBT スプーンは、
デザートや茶碗蒸しなどがすくいやすい、深みを持たせたヘッド形状。

カトラリー

285702

285719

285795

H342SLV デザートフォーク ST H343SLV デザートスプーン ST H349SLV スプーン 小 ST
〈12/240〉
186㎜ ￥200
〈12/240〉
180㎜ ￥200
〈12/240〉
182㎜ ￥230
色：シルバー
色：シルバー
色：シルバー

285733

285740

H345SLV ヒメフォーク ST
〈12/480〉
123㎜ ￥110
色：シルバー

H346SLV コーヒースプーン ST
〈12/480〉
121㎜ ￥110
色：シルバー

ハイロン箸

H62 22.5cm市松ハイロン箸

H62 284859 ／ H61 284804

H32 284019 ／ H31 283913

H62 284866 ／ H61 284811

H32 284002 ／ H31 283906

H62 284873 ／ H61 284828

H32 284026 ／ H31 283920

H61 21cm市松ハイロン箸

H32 22.5cmハイロン箸

〈50/500〉226㎜ ￥250
〈50/500〉211㎜ ￥240
〈50/500〉225㎜ ￥240
色：マット黒（MBK）
・マット朱（MTR）
・マット濃茶（MBN） 色：マット黒（MBK）
・マット朱（MTR）
・マット濃茶（MBN） 色：黒（B）
・朱（R）
・紺（BU）

H31 21cmハイロン箸

〈50/500〉210㎜ ￥230
色：黒（B）
・朱（R）
・紺（BU）

PBT箸

H72 284958 ／ H71 284903

H92 290102 ／ H91 290003

H72 284972 ／ H71 284927

H92 290126 ／ H91 290027

H72 284965 ／ H71 284910

H72 22.5cmPBT箸

H71 21cmPBT箸

H92 290119 ／ H91 290010

H92 22.5cm六角箸

H91 21cm六角箸

〈50/500〉225㎜ ￥210
〈50/500〉210㎜ ￥200
〈50/500〉226㎜ ￥220
〈50/500〉211㎜ ￥210
色：マット黒（MBK）
・マット朱（MTR）
・マット濃茶（MBN） 色：マット黒（MBK）
・マット朱（MTR）
・マット濃茶（MBN） 色：マット黒（MBK）
・マット朱（MTR）
・マット濃茶（MBN） 色：マット黒（MBK）
・マット朱（MTR）
・マット濃茶（MBN）

カトラリー・箸

銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止！ 2種の素材はどれも
樹脂製品には、安心の抗菌剤を使用。 耐熱性・耐久性抜群です。

PBTスプーン

ぬめり・黒ズミがつきにくく、
細菌も２４時間後に９９％が
死滅します。
（一般財団法人 化学研究評価機構
高分子試験・評価センター調べ）

344003

344010

344027

L21 丸スプーン 特小

〈50/800〉140×25×h10㎜ ￥120
色：マット黒（MBK）
・マット朱（MTR）
・マット濃茶（MBN）
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オレンジ色品番は特別製品につき、
巻末
「カタログの見方」
を参照ください。

安心な無機（銀）系抗菌剤
「イオンピュア」
を使用。抗菌
性試験の規格JIS Z 2801
に適合しています。

ポリアミドをガラス繊維で強
化したハイロン・PBT、
どちらも
耐熱性・耐薬品性・表面硬度・
衝 撃 強 度に優れ、折れたり
曲がったりせず、
自動洗浄機・
消毒保管庫も安心してご使
用いただけます。

ステンレス部は、酸やアルカリ成分に侵されますので、洗浄時の洗剤残りにご注意ください。

Tray
トレー

丈夫で美しく、扱いやすい素材のトレーです。
●セルフサービスの朝食や軽食にご活用いただけます。
●軽量で強靭。耐熱性・耐久性に優れ、長時間、美しくお使いいただけます。
●サイズ・カラーも豊富にご用意。幅広い用途にお応えします。

FRPトレー

339054

W

BE

GB

N22
334301

N22
334363

N22
334387

N22
334349

NOS22
334462

N22 43cm長角トレー 中

〈1/25〉
440×330×h23㎜ ¥ 3,300
柄：ウォールナット

〈1/25〉
440×330×h23㎜ ¥ 3,300
柄：白木目

GY

339061

N65WN オーバルトレー

N65WM オーバルトレー

W

BU

GN

PK

DG

B

〈1/25〉430×310×h20㎜ ￥1,960
色：ホワイト
（W）
・グレー
（GY）
・
ベージュ
（BE）・
ゴールデンブラウン
（GB）

NOS22 43cm長角ノンスリップトレー 中
￥3,460

色：ベージュ
（BE）

食器が横滑りしない、ノンスリップ加工
特許製品 PAT No.3073736

●トレーを少々傾けても、食器が滑らず安定しているので、落下などのアクシデ
ントを未然に防げ、
お子さまやお年寄りにも安心してご使用いただけます。
●メリーナ独自の加工で、通常の消毒や洗浄ではノンスリップフィルム部がは
がれることはありません。使用方法に注意すれば、滑り止め効果が長期間
持続します。
338958

338965 338972 338989 338996 339009

※

N62 42㎝アングルトレー

マークの製品のみ、
ノンスリップ加工品として常備しています。その他の
品目についてはご相談ください。

〈1/25〉
422×305×h19㎜ ¥ 1,930
色：ホワイト
（W）
・ブルー
（BU）
・グリーン
（GN）
・ピンク
（PK）
・ダークグリーン
（DG）
・ブラック
（B）

高耐熱ABSトレー
シルバーグレーとダークグリーンは、
高級感あふれる銀粉入り塗装。

高耐熱
ABS
高耐熱
ABS

耐熱温度120℃の高耐熱漆器ですから、
自動洗浄
機だけでなく、
消毒保管庫にもご使用いただけます。

独自のノンスリップ加工をご用意
339955

339979

339962

NA4 尺4ノンスリップトレー

〈10/20〉430×310×h24㎜ ￥3,900 色：シルバーグレー
（SGY）
・ダークグリーン
（DG）
（TM）
￥4,200 色：タメ

消毒保管庫に使用でき、
はがれにくく、耐汚染性も
向上した業務用仕様ですが、喫食後は速やかに
洗浄するなど一般的取り扱いにご注意ください。

メラミントレー

高耐熱
ABS

トレー

340203

340210

NA14SGY ウェーブトレー
〈5/25〉
424×313×h29㎜ ¥ 4,700 色：シルバーグレー
（SGY）
¥ 5,000 色：うるみ（URM）
ノンスリップ加工品は、油汚れが付着すると滑りやすくなるため、
よく洗浄してください。
ノンスリップ加工品は、表面が部分的にはがれますので硬い物で強くこすらないでください。

564982

564975

M674 長角盆 中

〈5/50〉
295×201×h16㎜ ¥1,400 色：アイボリーホワイト
（IW）
・ブラック
（B）

オレンジ色品番は特別製品につき、
巻末
「カタログの見方」
を参照ください。
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Recycle
リサイクルについて

メリーナは環境保護にも
積極的に取り組んでいます。
リサイクルの種類

プラスチック製品のリサイクルでは、分別回収
の方法、処理費用負担や処理技術上の問題
などで、製品を回収しても、再利用されている
のは未だ一部に過ぎません。
しかし、環境保護、

マテリアルリサイクル

ケミカルリサイクル

サーマルリサイクル

資源活用といった課題に対し、
メリーナは、
できる

廃品を溶かして二次製品を

廃品を熱分解してガスや油

廃品を固形燃料の材料としたり、

成形したり、砕いて他の物質

に変え、燃料にしたり化学工

焼やして発生するエネルギーを

と混合して再利用します。

業原料として再利用します。

電気や熱として活用します。

ことから積極的に取り組んでいます。

リサイクルの流れ

お客さま

（ご使用先）
材質・
製品別分別

メリーナでは、お客さまのご使用済み製 品の
引き取りを実施し、
リサイクルに取り組んでいます。
引き取り方法については、当社営業担当者へ
お問い合わせいただく他、
ホームページ上でも
ご案内しています。

URL www.kokusai-kako.co.jp
ご使用済み製品
引き取りと処理の流れ

製品回収
材料メーカー

取扱店

再生材料製造

製品再生

国際化工
メリーナ
リサイクル可否/方法判断
再生製品の製造

適正処理

使用済み製品回収
製品再生・納入
適正処理

再生業者

産廃業者

マテリアルリサイクル
サーマルリサイクル

メリーナは、
メイド・イン・ジャパン。信頼の品質をお約束します。
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より安全で安心な製品供給
それがメリーナの品質方針

新ＪＩＳ認証も取得
製品の品質保証体制も万全

新JIS規格、業界基準に加え
厳しい社内品質管理を実施

品質保証に対する企業の自己責任の厳格
化や品質規格のグローバル化を踏まえ、
国際的な品質マネジメント
システムISO9001審査登録
により、新 たな 品 質 保 証
体制を構築しています。

公的規格・基準を超える社内基準のもとに
品質管理を実施。素材･製品の安 全 衛生
試 験 は公 的 検 査 機 関 で 定 期 的 に実 施
していますので、ご入用時には随時、試験
結果を公開しています。

JQA-QMA 13580
本社工場

全面改定された新JISマーク表示制度に
基 づく認 証も取 得し、製 品の品 質 保 証と
品 質 管 理 体 制にも万 全を
期して います 。この 業 界
トップレベ ル の 社 内 品 質
基準とコンプライアンスが、
JIS S 2029
信 頼 され る 企 業 品 質 を
JQ0508166
生み出しています 。

審 査 機 関：一般財団法人 日本品質保証機構
（JQA）
登録証番号：JQA-QMA13580
登録事業者：国際化工株式会社 本社工場
関連事業所：大阪支店･営業企画グループ
活 動 範 囲：各種合成樹脂製品の企画､開発､
製造及び販売

審査機関：一般財団法人 日本品質保証機構（JQA）
認証番号：JQ 0508166
規格番号：JIS S 2029
製品名称：本社工場製造のプラスチック製
食器類
（食器・弁当箱）
表示方法：最小包装単位でロットシールに表示

ホテルの差別化、客室の個性化を
メリーナがお手伝いします。

Original products
ネームやロゴのマーキング
ご要望に応じてホテルのロゴやネームを入れる
ことができます。比較的小ロットでも対応でき、
精密なマーク入れもできるスクリーン印 刷や
パッド印刷が一般的です。多量の場合には、
ホイル成形による絵付けという方法もあります。

ロゴ、
ネーム入れは、手軽にできる
個性化の演出です。 用途・注意
事項やメッセージの表示もでき
ます。

オリジナルカラーでコーディネート
ルームアクセサリーも、各ホテルの個 性 的な
デザインコンセプトに合わせてコーディネート
し、差 別 化を図ることが、注目されています 。
客室や設置場所に合わせ、オリジナルカラー
の製品を作製することも可能です。

お部屋のカラーリングとコーディネート
したり、ワンポイントとして個 性 的な
カラーを配するなど、オリジナルなら
ではの効果的な演出が可能です。

カタログの見方
1. 2. 品番（型番・仕様略号）

製品の品名等表示項目は下記の例の通りです。

品名

6.受注生産

「業務用メラミン食器総合カタログ」や
「お子さま用食器カタログ」なども

M751 IW タンブラー
〈10/100〉
79×h94㎜（260ml）￥420

7.包装入数／
カートン入数

ご用意しています。
お気軽にご請求ください。

※
サイズ：直径×高さ
（㎜）

4.容量

（mlまたはL）

8.価格

※角型、楕円形などの製品の場合、
サイズ：よこ×たて×高さ
（ ㎜）
となり、
柄付製品の場合、
サイズ：最大幅×直径×高さ
（ ㎜）
となります。
型番の後ろの略号は、シリーズ（仕様）名を表し
1 ます。
品番・色は、すべて青色または、
オレンジ色の
略 号で表しています。ご注 文 の 際は、青 色 文 字
または、
オレンジ色文字だけでも、
お受けできます。
掛率が異なっ
2 オレンジ色品番は特別製品につき、
たり、お断りなく価格変更することがあります。
詳しくはお問い合わせください。
材質には、特に表示のあるものを除いてはメラ
3 ミン樹脂を使用しています。

づく表 示
4（容満量杯は）で家、庭実用使品用 品時 は質8表5示％法程に度基です
。
製 品 写 真 内 の 数 字 は J A Nコードを示します。
5 メーカーコードは4960784
（共通）です。

6 表示品は、ロット単位の受注生産品目です。
7 ご発注は、必ず包装入数単位でお願いいたします。
8 表示価格は消費税抜きの価格です。
消費税は別途申し受けます。

当社営業担当者にお問い合わせください。
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国際化工株式会社
本

社／〒639-2272 奈良県御所市蛇穴 230

TEL 0745
（65）
5931（代） FAX 0745
（65）
0169

東

京／〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-13-6 セラヴィ五反田ビル

TEL 03
（5437）
5931（代） FAX 03
（5437）
5932

大

阪／〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-11-17 船場マルケイビル

TEL 06
（6251）
5931（代） FAX 06
（6251）
8830

札

幌／〒003-0802 札幌市白石区菊水二条 2-2-12 藤井ビル菊水IV 7 階

TEL 011
（820）
5931（代） FAX 011
（820）
5932

名古屋／〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-3-24 常磐ビル2 階

TEL 052
（332）
5931（代） FAX 052
（332）
5881

福

岡／〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-7-27 第1SYビル

TEL 092
（481）
5931（代） FAX 092
（481）
5932

仙

台／〒981-3133 仙台市泉区泉中央 4-14-9 グランビューかむり 3 階

TEL 022
（772）
5931

FAX 022
（772）
5932

●支店・営業所
（札幌・仙台除く）にショールームを常設していますので、お気軽にお立ち寄りください。

JQA-QMA 13580
本社工場

JIS S 2029
JQ0508166

本社工場製造のプラスチック製
食器類（食器・弁当箱）

本カタログの表示価格は消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けます。
SN151115

