
「素敵なお店をつくりたい」
その思いに向き合って、真剣に考えました。

THIS IS A VERY HELPFUL CATALOG.

きっと
お役に立つ
カタログ

2016

ホテル・レストラン（和食・洋食・中華）・
カフェ・オフィス・ホール・
ゴルフ場・美容院…

“あったら便利”を

作り出す !
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2004年 ピンホールメニュー
              ピンが抜けにくく、ずれない！

2011年 リフィル一体型ピンホールメニュー
　　　 ピンが抜けにくく、ビニールを固定！

第三弾

第四弾

PAT

PAT

えいむのピン付メニュー 開発の流れ

1989年開発・ピンメニューブック
画期的な開発！ ビニールがずれにくく、見た目もスッキリ！

1993年 切り込みタイプ
ピンがずれにくい！

第一弾

第二弾

ホテルやレストランを始め、いろいろな場面で使われているピン付メニュー。
今や当たり前のピン付メニューはえいむが1989年に独自開発しました。

「メニューピンは美しくなければいけない。また、使いやすく、目的の形状に合っていなければならない」
開発者であるえいむは、今もそれらをこだわりをもって研究し、さらなる進化を遂げています。

メニューピンに
『星、三つ！』

マーク付メニューピン、新登場！

マ ー ク が 入 っ た ピンを 
メニューの片方に使用する
ことで、中身のメニューを
確認せずに上下が分かり
ます。お客様にスムーズに
メニューをお渡しできます。

どうしてマーク入り？

☆

marking menu pin



甲丸断面甲丸断面
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開発者えいむのメニューピンの全体的な特徴
◎中紙・ビニールのズレ防止
◎メニュー本体・ビニールの保護

◎取付け、取り外しが簡単！
◎洗練された美しさと高級感…

原
寸
大

POINT

NEW

☆マーク付 ☆マーク付

NEW

POINT

POINT

ミニミニ

ご注意：メニューピンとはえいむ
の造語であり商品名です。
又、メニューピンはメニューブッ
ク本体とリフィルをセットするた
めのクリップのことです。

真鍮甲丸メニューピン
MP-100  ¥250
S:45×4mm
C:ゴールド･シルバー･ブラック
Lot:10
★半丸型

真鍮メニューピン
MP-111  ¥250
S:45×5mm
C:ゴールド･シルバー･ブラック
Lot:10
※通常のえいむメニュー
　に使用されています。

細型メニューピン  
MP-121 ¥260
S:45×3mm
C:ゴールド･シルバー･ブラック
Lot:10

バネ型巾広メニューピン
MP-122  ¥270
S:45×5mm　
C:ゴールド･シルバー･ブラック
Lot:10
★深さがある為、厚いメニューや
　リフィルが多いもの等に適しています。

バネ型ミニメニューピン
MP-99  ¥240
S:25×5mm　
C:ゴールド･シルバー、Lot:10
※このピンは短く固い為、少し口を
　開けてあります。ゆるい時には 
　ペンチ等ではさんで下さい。

バネ型メニューピン  
MP-120  ¥270
S:45×5mm
C:ゴールド･シルバー･ブラック
Lot:10

こ
こ
が
広
く
な
り
ま
し
た
。

こ
こ
が
広
く
な
り
ま
し
た
。

こ
こ
が
広
く
な
り
ま
し
た
。

真鍮マーキングピン
MP-112M  ¥300
S:45×5mm
C:ゴールド･シルバー･ブラック
Lot:10

バネ型巾広マーキングピン
MP-123M  ¥320
S:45×5mm
C:ゴールド･シルバー･ブラック
Lot:10
★深さがある為、厚いメニューや
　リフィルが多いもの等に適しています。

MP-101 ¥250
S:45×4mm
C:ゴールド･シルバー･ブラック
Lot:10
★半丸型
★深さがある為、厚いメニューや
　リフィルが多いもの等に適しています。

真鍮甲丸巾広メニューピン

メニューピン★
★
★

★
★
★

NEW

スッキリ！
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ちょっと贅沢なレザーシリーズ
（リサイクルレザー使用）

HOTEL

Aim

ペン差し ペン差し

ティッシュケース（小）
LTC-91 ¥11,500
S:W137×H65×D138（内寸W120×H52×D120）mm
C:ブラック、Lot:1
★底部マグネット開閉タイプ

ティッシュケース（大）
LTC-90 ¥13,500
S:W262×H65×D138（内寸W248×H53×D123）mm
C:ブラック、Lot:1
★底部マグネット開閉タイプ

デスクマット
LDM-42 ¥9,500
S:W392×D312mm
C:ブラック、Lot:1

デスクマット
LDM-41 ¥9,800
S:W482×D322mm
C:ブラック、Lot:1

ペン立て
LPSS-50 ¥9,000
S:W115×H22×D90mm
C:ブラック、Lot:1

アメニティ＆セーフティトレイ
LAT-70 ¥6,500
S:W255×H27×D178mm
C:ブラック、Lot:1

メモトレイ
LMT-10 ¥6,600
S:W147×H23×D168mm
（内寸W120×D160mm）
C:ブラック、Lot:1

二ツ折メモホルダー
LMH-42 ¥6,800
S:W130×H166mm
C:ブラック、Lot:1
★見開き右側下部に
　メモ差し込みポケット付
★ペン差し部はペンの太さに
　よってはゆるい場合もあります。

メモホルダー（1枚タイプ）
LMH-41 ¥3,800
S:W125×H166mm
C:ブラック、Lot:1
★下部にメモ差し込みポケット付
★ペン差し部はペンの太さに
　よってはゆるい場合もあります。



ピンホール
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リサイクルレザー使用

マグネットクリップ

マグネットクリップ

バインダーインフォメーション（金属・30穴）
LIF-301 ¥9,800
S:W247×H318mm
C:ブラック、P:4、Lot:1
PPC-A430（A4・30穴） ¥250
★左ポケット付

ホック式インフォメーション
LIF-311 ¥9,800
S:W257×H322mm
C:ブラック、P:4、Lot:1
BP-A44（A4・4穴） ¥260

ピンホールメニューブック
LGB-321 ¥9,500
S:W230×H323mm
C:ブラック、P:4、Lot:1
PPC-A4（大）      ¥350
中紙サンド紙（A4） ¥70

マグネット式伝票ホルダー（1枚タイプ）
LBH-81 ¥4,900
S:W100×H220mm
C:ブラック、Lot:1

マグネット式伝票ホルダー（二ツ折）
LBH-82 ¥7,500
S:W111×H222mm
C:ブラック、Lot:1
★左ポケット付

コースター（角）
LGM-101 ¥850
S:100×100mm
C:ブラック、Lot:1

コースター（丸）
LGM-100 ¥850
S:100φmm
C:ブラック、Lot:1

マルチスタンド
LBS-700 ¥8,500
S:W165×H125×D90（20）mm
C:ブラック、Lot:1

メニューだけでなく、タブレットや
資料などをコンパクトに収納

出来ます。

裏面

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

INFORMATION INFORMATION

PAT

PAT
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ミニメニューブック★
★
★

★
★
★

PPクロスメニュー★
★
★

★
★
★

麻タイプピンメニュー★
★
★

★
★
★

ミニメニューは、ミニメニューピン
MP-99を使用しております。ミニ
なので見た目スッキリ、仕上がり
が上品です。

PPC-SS（ミニ）      ¥260
中紙サンド紙（ミニ） ¥55
★メニューピンMP-99シルバー

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

表紙は布にPP加工しており、水ぬれや汚れ等に強いメニューです。

ピンタイプ 4P
 センターイン

1・2 3・4

ピンタイプ 4P
 センターイン

1・2 3・4

ピンタイプ 4P
 センターイン

1・2 3・4

ピンタイプ 4P
 センターイン

1・2 3・4

原寸大

ミニミニ

WB-733（ミニ） ¥2,900
S:198×173mm
PPC-SS（ミニ）     ¥260
中紙サンド紙（ミニ） ¥55
★メニューピンMP-99ゴールド

WB-743（ミニ） ¥2,900
S:198×173mm
PPC-SS（ミニ）     ¥260
中紙サンド紙（ミニ） ¥55
★メニューピンMP-99ゴールド

チェック柄ミニメニュー　MB-303 ¥2,700 
S:198×173mm
C:アイボリー･グレーブラック･ブラウン、P:4、Lot:10

藤柄ミニメニュー
WB-160 ¥2,200
S:198×173mm
C:シャンパンゴールド
P:4、Lot:10
PPC-SS（ミニ）      ¥260
中紙サンド紙（ミニ）  ¥55
★メニューピンMP-99ゴールド

PP布地メニュー（扇柄） C:ブラック P:4 Lot:10
WB-741（大） ¥3,600
S:230×316mm
PPC-A4（大）      ¥350
中紙サンド紙（A4） ¥70
★メニューピンMP-122ゴールド

PP布地メニュー（桜柄） C:エンジ P:4 Lot:10
WB-731（大） ¥3,600
S:230×316mm
PPC-A4（大）      ¥350  
中紙サンド紙（A4） ¥70
★メニューピンMP-122ゴールド

オーク板柾目タイプ
ミニメニュー
MB-703 ¥2,700
S:198×173mm
C:ナチュラル･オーク（こげ茶）
P:4、Lot:10
PPC-SS（ミニ）     ¥260
中紙サンド紙（ミニ）  ¥55
★メニューピンMP-99ゴールド

PB-361  （大･A-4） ¥3,800 S:235×316mm PPC-A4（大） ¥350 サンド紙･A4 ¥70
PB-362  （中･B-5） ¥3,500 S:207×276mm PPC-B5（中） ¥280 サンド紙･B5 ¥55
PB-364  （タテ大） ¥3,500 S:178×327mm PPC-TL（タテ大） ¥340 サンド紙･タテL ¥60
PB-365  （タテ小） ¥2,700 S:131×278mm PPC-TS（タテS） ¥260 サンド紙･タテS ¥35

麻タイプピンメニューブック  C:こげ茶　P:4、Lot:10  
PB-366（A4･ヨコ） ¥4,200 S:317×232mm PPC-A4W ¥350 サンド紙･A4 ¥70 
PB-367（B5･ヨコ） ¥3,600 S:277×202mm PPC-B5W ¥280 サンド紙･B5 ¥55 
PB-368（ミニ）  ¥2,700 S:202×166mm PPC-SS（ミニ） ¥260 サンド紙･ミニ ¥55
★メニューピンMP-101ゴールド

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

ピンタイプ 4P

1・2 3・4



N6

合皮ソフトメニュー★
★
★

★
★
★

バインダー4穴メニュー★
★
★

★
★
★

クリアテーピング30穴メニュー★
★
★

★
★
★

PPC-SS（ミニ）      ¥260
中紙サンド紙（ミニ） ¥55
★メニューピンMP-99シルバー

バインダーメニューブック（金属・30穴）
LGB-301 ¥9,800
S:W247×H318mm
C:ブラック、P:4、Lot:1
PPC-A430（A4・30穴） ¥250
中紙サンド紙（A4）          ¥70
★左ポケット付

ホック式メニューブック
LGB-311 ¥9,800
S:W257×H322mm
C:ブラック、P:4、Lot:1
BP-A44（A4・4穴） ¥260
中紙サンド紙（A4）   ¥70
★ポケットの取り外しが
　簡単

ピンタイプ 4P

1・2 3・4

バインダー式クリア テーピングメニュー（プラ・30穴）
LBC-101 ¥2,800
S:W246×H316mm
C:ブラック
P:本体4ページ・中袋2ページ、Lot:10

PPC-A430（A4･30穴） ¥250
中紙サンド紙（A4）          ¥70
★中袋は1枚（2ページ分）セット
　されています。

合皮ソフトメニュー（大･A4）
LB-311 ¥4,400
S:230×316mm
C:ブラウン・エンジ・ブラック
P:4、Lot:10

PPC-A4（大）     ¥350
中紙サンド紙（A4） ¥70
★メニューピンMP-111ゴールド

（金属4穴）（金属4穴）

ラーナバインダーメニュー（金属・4穴）
LB-871 ¥4,900
S:249×318mm
C:ブラウン･グリーン
P:4、Lot:10
PPC-A44（A4･4穴） ¥250
中紙サンド紙（A4）      ¥70

コバルトバインダーメニュー（金属・4穴）
LB-881 ¥4,600
S:249×318mm
C:ブラック
P:4、Lot:10
PPC-A44（A4･4穴） ¥250
中紙サンド紙（A4）      ¥70

ピンホールメニューブック
LGB-321 ¥9,500
S:W230×H323mm
C:ブラック、P:4、Lot:1
PPC-A4（大）      ¥350
中紙サンド紙（A4） ¥70
★メニューピンMP-111ゴールド

ピ
ン
ホ
ー
ル

ちょっと贅沢なレザーシリーズ （リサイクルレザー使用）

PAT PAT



N7

通常の
三ツ折メニューにも
使用できます。

このようにセットできます。

三角プラホルダー
PCH-100 ¥80　
S:約W23×H21×D20（2）mm、C:ブラック、
Lot:100
★成型プラスチック

A6三ツ折ミニメニュー（6ページ）
LTM-A66 ¥1,800
S:125×164mm
C:ブラック、P:6、Lot:10
★紙サイズ（A6）

A6二ツ折ミニメニュー（4ページ）
LTM-A64 ¥1,300
S:125×164mm、C:ブラック、P:4、Lot:10

B6三ツ折ミニメニュー（6ページ）
LTM-B66 ¥2,000
S:150×198mm
C:ブラック、P:6、Lot:10
★紙サイズ（B6）B6二ツ折ミニメニュー（4ページ）

LTM-B64 ¥1,400
S:150×198mm、C:ブラック、P:4、Lot:10

約
原
寸
大

ウォルナット

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

～組み立て前～

WB-901 （大）  ¥4,800
S:232×320mm
PP-A4（大）          ¥350
中紙サンド紙（A-4） ¥70

WB-902 （中）  ¥4,400
S:204×280mm
PP-B5（中）          ¥280
中紙サンド紙（B-5） ¥55

木製合板メニュー
C:ウォルナット･タモ
P:4、Lot:10
※合板6mm

タモ

WB-904（タテ大） ¥4,400
S:175×324mm
PP-TL（タテＬ）        ¥340
中紙サンド紙（タテＬ） ¥60

WB-905（タテ小） ¥3,400
S:128×278mm
PP-TS（タテS）        ¥260
中紙サンド紙（タテS） ¥35

木製メニューブック★
★
★

★
★
★

伝票立て★
★
★

★
★
★ メニュースタンド★

★
★

★
★
★

ミニメニュー★
★
★

★
★
★

ジョイントパーツ★
★
★

★
★
★

〈使用例〉

アルミ伝票立て
DT-30
ブラック:¥900　クローム:¥1,100
S:38φ×H60（50）×2mm
C:ブラック･クローム、Lot:10

スチール丸足メニュースタンド
MS-121B ¥3,600
S:W182×H146×D42mm
C:ブラック足
Lot:10
★紙サイズ（B6ヨコ）
★足部はネジ式です

MS-124B ¥3,000
S:W105×H166×D42mm
C:ブラック足
Lot:10
★紙サイズ（A6タテ）
★足部はネジ式です
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目で魅せる印刷！★
★
★

★
★
★

こだわりの名入れ    UVインクジェット印刷

直接素材にプリントする為、シルク印刷のように製版が不要なので製版代がかからず、

多色刷りが可能です。多色・小ロット・多品種に最適です。

基本ボード （合板）★
★
★

★
★
★

タテL
WB-TL ¥1,900 S:175×324mm

タテS
WB-TS ¥1,500 S:128×278mm

C:ブラウン･ナチュラル、Lot:1

（A4タイプ）

（タテS）

（B4タイプ）

（四万十ひのき）

（四万十ひのき）

◎別途お見積り致します。

A4タイプ
WB-A4 ¥2,200 S:232×320mm

B5タイプ
WB-B5 ¥1,900 S:204×280mm

A3タイプ   ※受注生産
WB-A3 ¥4,100 S:290×420mm

B4タイプ   ※受注生産
WB-B4 ¥3,400 S:257×364mm

ブラウン：ウォルナット
ナチュラル：タモ

ホック式PPCポケット
HPC-A44（A4･4穴） ¥250
S:244×304mm
Lot:10

ホック式クリアポケット★
★
★

★
★
★
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メニュー&ナフキン立て★
★
★

★
★
★

ブック & カード立て★
★
★

★
★
★

2Way★
★
★

★
★
★

2Way★
★
★

★
★
★

ナフキン & カード立て★
★
★

★
★
★

MDFブック立て  BS-81 ¥1,400
S:W100×H122×D65（20）mm

C:ナチュラル･ブラウン･ブラック、Lot:10

MDF〈medium density fiberboard〉
ここでいうMDFとは木材を繊維状にほぐし接着剤などを配合してボードに成型したものに木の皮を貼り付けたものです。

MDF  Wブック立て  BS-80 ¥1,700
S:W100×H122×D75（20）（10）mm
C:ナチュラル･ブラウン･ブラック、Lot:10

MDFナフキン&ブック立て  NT-49 ¥1,800
S:W100×H122×D90（20）（25）mm、ナフキン部（内寸S:88×25mm）
C:ナチュラル･ブラウン･ブラック、Lot:10

MDFナフキン立て  NT-48 ¥1,400
S:W113×H113×D47mm（内寸S:88×35mm）
C:ナチュラル･ブラウン･ブラック、Lot:10



（使用例）
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★上記はA4の紙を
　使用しています。
★両面使用可

MDFバンド式メニューボード（A4型）
BMB-A4 ¥2,200
S:W230×H320×6mm

C:（本体）ブラック･ナチュラル･ブラウン、
　（バンド）ブラック、Lot:10
★切面丸仕上げ

MDFメニューブック（A4）
WB-911（大） ¥4,300
S:232×320×6mm
C:ブラック･ナチュラル･ブラウン
P:4、Lot:10

PP-A4（大）          ¥350
中紙サンド紙（A-4） ¥70
★切面丸仕上げ
★メニューピンも利用出来ます。

MDFメニューブック（B5）
WB-912（中） ¥3,800
S:204×280×6mm
C:ブラウン･ナチュラル･ブラック
P:4、Lot:10

木製くつべら（ミニ）
SH-15 ¥1,700
S:長さ194×40mm
C:ナチュラル、Lot:1

木製くつべら立て
SHS-10 ¥1,900
S:W85×H80×D85mm
（差し込み口S：約W147×D14mm）
C:ブラウン、Lot:1

PP-B5（中）          ¥280
中紙サンド紙（B-5） ¥55
★切面丸仕上げ
★メニューピンも利用出来ます。

MDF伝票ばさみ
BH-39 ¥1,500
S:W90×H205×6mm
C:ブラック･ブラウン･ナチュラル、Lot:10
★切面丸仕上げ

メニューボード★
★
★

★
★
★ 伝票ばさみ★

★
★

★
★
★

木製くつべら★
★
★

★
★
★ くつべら立て★

★
★

★
★
★

木製メニューブック★
★
★

★
★
★

バンド

ひもタイプ 4P

1・2 3・4

木製カード立て（ロング）
木理-60  ¥400
S:W100×Ｈ15×Ｄ25mm
C:ブラック・ブラウン・ナチュラル
Lot:10

カード立て★
★
★

★
★
★
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看  板★
★
★

★
★
★

裏側

裏側

出し入れ
可能

出し入れ
可能

モーニング
はじめました！

AM7：00〜AM10:00

¥350〜

AIM 
CAFE
Pan cake ¥500

Chocolatecake ¥500
MIX JUICE ¥500

LUNCH SET ¥750

kkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkk

Music Bar
Aim

1drink ¥500-
2drink ¥900-

上部面はクリアとホワイトボードが

2枚入っている為、マーカーでの

書き消しや紙のはさみ込みができます。

収納の場合には指をはさまないようにご注意下さい。
雨中でのご使用は避けて下さい。破損の原因になります。
強風時のご使用はおやめ下さい。

ご注意

下部足L型
金具補強付

21:00 open
24:00 close

卓上イーゼル型ボード（ミニ）
EBS-130 ¥2,500
S:W235×H436mm 板面Ｗ230×H300mm
C:（棒）ブラウン・（ボード）ブラック、Lot:1
（片面マーカー用）

イーゼル型ボード（大）
EBS-110 ¥17,000
S:W600×H1170mm 板面W600×H825mm
C:（棒）ブラウン・（ボード）ブラック、Lot:1
（片面マーカー用）

イーゼル型ボード（小）
EBS-120 ¥11,000
S:W455×H940mm 板面W455×H578mm
C:（棒）ブラウン・（ボード）ブラック、Lot:1
（片面マーカー用）

片面2色スタンド
EBS-210 ¥14,000
S: 本体W485×H1150mm  
上板面W410×H285mm 
　下板面Ｗ410×H590mm
C:（枠）ダークブラウン、（ボード上）ホワイト、
　（ボード下）ブラック
Lot:1
（片面マーカー用）

飾り枠A型スタンド
ABS-402 ¥17,000
S:本体W500×H850mm 
　 板面W408×H710mm
C:（枠）ブラウン、（ボード）ブラック
Lot:1
（両面マーカー用）
★マグネット使用可

太枠特大A型スタンド
ABS-401 ¥19,000
S:本体W660×H1200mm 
　 板面W550×H950mm
C:（枠）レッド（ボード）ブラック
Lot:1
（両面マーカー用）
★マグネット使用可

ブラックバッゲージラック
BR-201 ¥9,800
S:W500×Ｈ550×D375mm
C:（本体）ブラック、（ベルト）レッド
Lot:1

個性的な店頭看板で

他店との差別化はいかがですか？
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雨OK

●両面タイプ
●ブラックボード＆ポスターOK

●四面開閉可  
●マグネット使用可

●透明プラスチックカバー付
●雨天使用可  

●雨天ブラックボード＆パネルスタンド● 透明プラスチックカバーには
緑の保護シートが付いていますので

はがしてご利用下さい。

★�ご注意★��

看板おもし★
★
★

★
★
★

使用例

AIM Cotton cafe

Coffee ¥500-
Tea ¥500-

LUNCH ¥750-

GOOD!

◎左右の2ポケットタイプなので
　片方だけでも使用可
◎取手付きなのでひも等で結ぶことも可
◎水・砂の他に色々なものを入れて使用可

出入口 （2カ所）

看板用おもり〈水･砂等OK〉
SW-100 ¥2,700
S:W320×H300mm×2ポケット
C:ブラック、Lot:5
※水4ℓ×2ポケット （約8kg）
※重ねて置くことも出来ます。

ブラックボード&ポスタースタンド（2WAY）
PBS-A1 ¥38,000
S:W655×Ｈ1150×D575mm 重量9.4kg
C:（コーナー・足）シルバー （フレーム）ブラック
Lot:1

ブラックボード&ポスタースタンド
（2WAY）
PRS-A1 ¥38,000
S:W655×Ｈ1150×D575mm 
重量9.4kg
Lot:1

ブラックボード&ポスタースタンド（2WAY）
PBS-A2 ¥30,000
S:W480×Ｈ880×D550mm
C:（コーナー・足）シルバー （フレーム）ブラック
Lot:1

ブラックボード&ポスタースタンド（2WAY）
PBS-B2 ¥35,000
S:W560×Ｈ1000×D550mm
C:（コーナー・足）シルバー （フレーム）ブラック
Lot:1

透明プラスチックカバーには
緑の保護シートが付いていますので
はがしてご利用下さい。

★�ご注意★��

A2

B2

A1

A1

木製イーゼル
HEGAW-151 （白木）
HEGAY-152 （焼き）
¥9,200
S:W610×H1560×D840mm
Lot:1

限定販売品
なくなり次第終了

HEGAW-151 （白木） HEGAY-152 （焼き）

★�ご注意★
��収納の場合には指をはさまないようにご注意下さい。

����������������大雨時のご使用はおやめ下さい。完全防水ではない為、雨水が������
�����������������しみ入る場合があります。又、強風時のご使用はおやめ下さい。
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多目的アクリルケース（ハンドメイド）★
★
★

★
★
★

アクリルマウスウォッシュ&多目的ケース（ハンドメイド）★
★
★

★
★
★

アクリルティッシュボックスホルダー（ハンドメイド）★
★
★

★
★
★

N13

パックタイプ用（2列）
AMC-20 ¥3,800
S:W157×H104×D146mm
C:クリア、Lot:1
取りやすいように台が付いています。
約（2列×10～15個）

ポーションタイプ用（約27ヶ）
AMC-27P ¥3,800
S:W146×H99×D177mm
C:クリア、Lot:1
約（（3列×3個）×3段）

ポーションタイプ用（約12ヶ）
AMC-12P ¥2,800
S:W105×H98×D121mm
C:クリア、Lot:1
約（（2列×2個）×3段）

スティックタイプ用（2列）
AMC-2 ¥3,200
S:W120×H164×D76mm
C:クリア、Lot:1
約（（2列×10～20本）×2）

パック入り綿棒入れ
AMC-1 ¥2,200
S:φ60×H123mm
C:クリア、Lot:1

タテ・ヨコ・ナナメ 自由自在!

アクリルティッシュボックスホルダー（マグネット式）
TBC-100 ¥2,600　
S:W120×H170×D67mm、C:クリア、Lot:1

例えば…冷蔵庫にくっつければ
モノが多いキッチンもスッキリ。

たくさんのアメニティを収納できます。 ミニバーのケースとしてもご利用ください。

例えば…テーブルの下に付ければ、
テーブルの上を広く使えます。

例えば…デスク下のデッドスペースも
有効活用できます。

多目的アクリルケース
ATC-102 ¥8,500　
S:（本体）W250×H130・100×D140mm
　（引き出し）W242×H73・100×D136mm
C:（側面・底）スモーク・（引き出し）クリア、Lot:1

★ケースの収納数は、種類やメーカーのパッケージにより異なります。



N14

ショールームのご紹介★
★
★

★
★
★

えいむ茨城物流倉庫★
★
★

★
★
★

N14

えいむ本社の倉庫の中に小さなショールームが出来ました。皆様のご来社お待ちしております。



は「えいむ」（AIM Co., LTD.）の登録商標です。

業者様用 
カタログ

参考上代には、消費税は 
含まれておりません。
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