
【ご注意】　食用色素インキを使用しておりませんので、直接お料理を盛りつける時は、必ず印刷部分を避けてご使用ください。

ワラ（藁焼き用）約500g
15（25126）  1,050円  約50cm

■サイズ：約26.4×39ｃｍ
■100枚入　3,500円（１枚当り35円）
◆無蛍光雲竜和紙を使用しております。

■サイズ：約26.4×39ｃｍ
■100枚入　2,800円（１枚当り28円）
◆無蛍光雲竜和紙を使用しております。

（68045） 青もみじ（4月～8月）

（65203）  朝顔（7月～8月）

（66430） 青もみじ（4月～8月）

（66433） 朝顔（7月～8月）

 あい色

（66626）   青もみじ（4月～8月）（65695）  紫陽花（6月～7月）

■サイズ：約26×38.5ｃｍ
■100枚入　2,500円（１枚当り25円）
◆無蛍光紙を使用しております。

（65696） 朝顔（7月～8月） （66629） 朝顔（7月～8月）

■サイズ：約26×38.5ｃｍ
■100枚入　1,500円（１枚当り15円）
◆無蛍光紙を使用しております。

（65397） 紫陽花（6月～7月） （65402） 朝顔（7月～8月）

（68807） 青もみじ（4月～8月）（68817） 朝顔（7月～8月）

（64824） あじさい（6月～7月）（64826） あさがお（7月～8月）

（66478）青もみじ（4月～8月）（66481） 朝顔（7月～8月）（64775）紫陽花（6月～7月） （64766） 朝顔（7月～8月）

■サイズ：約20×20ｃｍ
■100枚入
1,950円（１枚当り19.5円）
◆無蛍光薄口雲竜和紙を使用しております。

■サイズ：約12×12ｃｍ
■100枚入　900円（１枚当り9円）
◆無蛍光雲竜和紙を使用しております。

■サイズ：約12×12ｃｍ
■100枚入　900円（１枚当り9円）
◆無蛍光雲竜和紙を使用しております。

■サイズ：約12×12ｃｍ
■100枚入　750円（１枚当り7.5円）
◆無蛍光雲竜和紙を使用しております。

■サイズ：約15×15ｃｍ
■100枚入
1,300円（１枚当り13円）
◆無蛍光奉書和紙にエンボス加工を
施しております。

電子レンジ対応

■500枚入
● 表示寸法は底径×高さです。
● 重ねてプレス加工をするため、寸法にバラ
　ツキがあります。
● 両面をPＰでラミネートしており、安心し
　てご使用いただけます。

両 面

■500枚入
● くっつかないアルミホイルのシートです。
● 艶面にシリコンが塗布されています。
    この面をご使用ください。
● 油なしでサラッと剥れます。焼き料理、蒸し料理、
　お菓子作りなどにご利用いただけます。
　（食品内容によっては、くっつく場合もあります。）

※アルミニウム箔・シリコン樹脂（片面）
※厚み：12μm

クックホイルシート  500枚入
04（65324）15cm角　    　　  5,000円
約15×15cm                   　　     （1枚当り10円）

05（65325）20cm角　            8,500円
約20×20cm                  　         （1枚当り17円）

06（65326）25cm角　         19,000円
約25×25cm           　　             （1枚当り38円）

07（65327）30cm角　         20,000円
約30×30cm                              （1枚当り40円）

抗菌フィルムケース（500枚入）
01（66709）5F　   2,800円 （1枚当り5.6円）約底φ3.5×H2cm             　　　　　　　　　
02（66710）6F　   3,200円（1枚当り6.4円）約底φ4×H2.5cm                             
03（66711）7F　   3,500円（1枚当り7円）   約底φ4.5×H2.7cm                       　  

黒球石
16（56178）10kg入　　4,000円
17（56164）1kg（ネット入）450円
※1粒 約2～6cm
※包装形態は1kg単位のネット入です。

竹皮貼容器
12（38638）ミニ　 430円
約11.8×7.8×Ｈ5cm

すだれ弁当ミニ
10（38637）　　　　310円  
約14×7.5×Ｈ5.5cm
内寸約11×7×Ｈ5cm

新すだれ弁当 無地ミニ
11（38636）　　　　300円  
約14×8×Ｈ6.2cm
内寸約11×7×Ｈ5cm

※無地ミニは、ガーゼは貼って
　おりません。

経木容器　舟皿（スリム）100枚入
08（23943）9寸                                              2,300円
約25.5×6.5×H3cm                                                    （1枚当り23円）

09（23944）尺0　                                          3,200円
約29×8.5×H3.3cm                                                   （1枚当り32円）
※材質：松　※水につけてのご使用や、蒸し物へのご使用はお避けください。

日の丸国旗（144本入）
14（57330）   　 　　    600円
約L6.5cm

万国旗（各国混合）（144本入）
13（57331）   　 　　　 600円
約L6.5cm
※国旗の種類は変更することがあります。
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4寸　雲竜敷紙
雲 竜 和 紙

4寸  四季彩雲竜敷紙
雲 竜 和 紙

4寸  花おりおり
雲 竜 和 紙

尺3 枯 淡
懐石まっと雲竜和紙
こ た ん

尺3 花 彩
懐石まっと雲竜和紙
は な さ い

尺3 水 墨
四季彩まっと無蛍光紙
す い ぼ く

尺3 花便り
四季彩まっと無蛍光紙

5寸 グルメ敷紙
クレープ加工奉書和紙

新濡れ奉書紙
雲 竜 和 紙薄口

抗菌フィルムケース

クックホイルシート

◆他の季節の柄も
　ご用意しております。
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串ものに適した
スリム型

料理がくっつかない シリコン樹脂加工

＊ 表示は2020年現在のものです。予告なく、仕様・価格を変更する場合がございます。　　＊ 上記価格は税抜き価格です。 ２０２０- ００５-５

https:// yamaco.jp

＊ 表示は2020年現在のものです。予告なく、仕様・価格を変更する場合がございます。　　＊ 上記価格は税抜き価格です。

四季の移ろいを感じさせ、
お料理を華やかに演出する
敷紙です。

夏を彩る
敷紙揃え



ＰＥ（ポリエチレン）
無蛍光紙
無蛍光紙
ＰＥ（ポリエチレン）

両 面

PP（ポリプロピレン）

PP（ポリプロピレン）

PP（ポリプロピレン）

両 面 PP（ポリプロピレン）

■サイズ　約12×12cm
■100枚入　900円（1枚当り9円）　
◆無蛍光奉書和紙にエンボス加工を施しております。

（66722）菱・桃色

（66727）丸・桃色

（66721）菱・藤色

（66726）丸・藤色

（66723）菱・若草色

（66728）丸・若草色

（66724）菱・水色

（66729）丸・水色

（66725）菱・辛子色

（66730）丸・辛子色

桃/若草
（66715）4寸　    　 800円
約11.5×11.5cm　 （1枚当り16円）

（66718）5寸 　    1,100円
約14.5×14.5cm　  （1枚当り22円）

柿/水
（66716）4寸 　    　800円
約11.5×11.5cm　 （1枚当り16円）

（66719）5寸　    1,100円
約14.5×14.5cm　  （1枚当り22円）

藤/生成
（66717）4寸    　　800円
約11.5×11.5cm　 （1枚当り16円）

（66720）5寸　    1,100円
約14.5×14.5cm　  （1枚当り22円）

■50枚入
● 色味の異なる無蛍光紙を貼合せ、絞り加工を
　施し、光沢をおさえた両面ラミネート加工を
　しています。
● 安心して、両面にお料理を盛りつけることが
　できます。

■サイズ　約12×12cm
■200枚入　　2,200円（1枚当り11円）
●安全性を高めるために、両面をラミネート
　加工しております。

（66733）青もみじ（4月～8月） （66734）あさがお（7月～8月） 

■サイズ　約12×12cm
■200枚入　　1,600円（1枚当り8円）
●安全性を高めるために、両面をラミネート
　加工しております。

（66740）菖蒲（4月～5月） （66742）紫陽花（6月～7月） （66743）朝顔（7月～8月） （66741）もみじ（4月～8月）
　　　　　　　（10月～11月）

（66750）4寸・藤色
（66755）5寸・藤色

（66751）4寸・桃色
（66756）5寸・桃色

（66752）4寸・若草色
（66757）5寸・若草色

（66753）4寸・水色
（66758）5寸・水色

（66754）4寸・辛子色
（66759）5寸・辛子色

（66745）ミニ・藤色 （66746）ミニ・桃色 （66747）ミニ・若草色 （66748）ミニ・水色 （66749）ミニ・辛子色

■サイズ　     ミニ　約9.8×9.8cm
　　　　　　 4寸　約12×12cm
　　　　        5寸　約15×15cm

■100枚入   ミニ　700円（1枚当り7円）
　　　　　　  4寸　800円（1枚当り8円）　
　　　　        5寸　 900円（1枚当り9円）
　　　　　 
◆耐油・無蛍光奉書和紙を使用しております。
● 長時間経過しても、油がにじみにくく、
　天ぷらがベトつきません。
● 揚げたての美味しさを保ちます。

古くから伝わる小紋柄とクレープ紙の
組合せが目新しい雰囲気を演出します。
心に残るおもてなしに最適です。

表と裏で表情が異なります。
折ってよし、曲げてもよしの
両面使いができる敷紙です。
心に残るおもてなしの演出に
最適です。

特注サイズ制作承ります
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季節感が漂います。
木製品や陶器、漆器など
無地物に四季の風情を演出
します。

機能紙

お

いしさ新鮮

風

味生き生

き

右隅をカットしました。
折り返しのアクセントが
おもてなしを演出します。

ミニ/4寸/5寸/ 耐油おもてな紙
花 舞 ・ 耐 油 天 紙

季節の彩りシート
抗菌 PP/抗菌PP貼合せ

白い風景クリアシート
PP /PP貼合せ

両面ラミ  羽二重おもてな紙
絞り加工両面PEラミ

は ぶ た え

4寸  グルメおもてな紙
クレープ加工奉書和紙

＊ 表示は2020年現在のものです。予告なく、仕様・価格を変更する場合がございます。　　＊ 上記価格は税抜き価格です。

ミニサイズ 普通サイズ

ご使用上の注意 食用色素インキを使用しておりませんので、直接お料理を盛りつける時は、必ず印刷部分を避けるかOPクリアシートをご使用ください。

ご使用上の注意 細心の注意を払ってカットしていますが商品サイズには多少のバラツキが生じます。また、貼合せ商品のため多少のカールが発生する場合があります。
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