
リーフプレート パルプ   

VO57000  50枚入    

ロット：1  参考ケース入数：20 

単 価：1,600円(1個あたり32円) (1,000枚) 

サイズ：92ｘ61×H17mm 

材 質：パルプ 

プラスチック包材ソリア・フランス 

＊商品価格は全て税別です。 

総輸入販売元：コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 
〒105 – 0014  東京都港区芝3-3-9  TEL: 03 5730 1609 
URL: http://www.cornes-trading.com 

Collection Pulpe de canne 
SUGAR CANE PULP COLLECTION 

パルプシリーズ 

コクーン パルプ   

VO57007 30ml 50個入    

ロット：1  参考ケース入数：20 (1,000個) 

単 価：1,600円(1個当たり32円) 

サイズ：80ｘ52×H28mm 

材 質：パルプ 

カーブハンドルスプーン パルプ   

VO57010 50個入    

ロット：1  参考ケース入数：20 (1,000個) 

単 価：1,800円(1個当たり36円) 

サイズ：118ｘ36×H30mm 

材 質：パルプ 

プレート 65×65mm パルプ   

VO52040 50枚入    

ロット：1  参考ケース入数：20 (1,000枚) 

単 価：1,500円(1個当たり30円) 

サイズ：65ｘ65×H12mm 

材 質：パルプ 

チューリップボウル パルプ   

VO57008 70ml 50個入    

ロット：1  参考ケース入数：20 (1,000個) 

単 価：1,800円(1個当たり36円) 

サイズ：Φ57ｘH39mm 

材 質：パルプ 

サトウキビを原料に環境に配慮した
エコ商品。シンプルなエコ商品の 
中でも洗練されたデザインが際立つ
容器です。 

電子レンジok 

※ラミネート加工無 
※ラミネート加工無 

※ラミネート加工無 ※ラミネート加工無 ※ラミネート加工無 

オーブンok 

耐冷耐熱-12～170℃ 



プラスチック包材ソリア・フランス 

＊商品価格は全て税別です。 

エスコフィエ ココット パルプ 

PLA   

VO57022  50ml  50個入    

ロット：1  参考ケース入数：12 

単 価：2,100円(1個当たり42円) 

サイズ：86ｘ52×H27mm 

材 質：パルプ 

エスコフィエ フライパン ミニ 

パルプ PLA  

VO57021  25ml  50個入    

ロット：1  参考ケース入数：12 

単 価：1,700円(1個当たり34円) 

サイズ：91ｘ56×H14mm 

材 質：パルプ 

エスコフィエ クッキングパン  

パルプ PLA  

VO57020  50ml  50個入    

ロット：1  参考ケース入数：12 

単 価：2,500円(1個当たり50円) 

サイズ：91ｘ56×H30mm 

材 質：パルプ 

ボデガ 180ml パルプ 

PLA   

GB10300  180ml      

ロット：300(25X12包) 

単 価：50円 

サイズ：91ｘ56×H30mm 

材 質：パルプ 

内側ラミネート加工(PLAコーティング)あり 

耐冷耐熱-18～100℃ 

Collection Pulpe de canne 
SUGAR CANE PULP COLLECTION 

パルプシリーズ 

電子レンジok オーブンNG サトウキビを原料に環境に配慮した
エコ商品。シンプルなエコ商品の 
中でも洗練されたデザインが際立つ
容器です。 

総輸入販売元：コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 
〒105 – 0014  東京都港区芝3-3-9  TEL: 03 5730 1609 
URL: http://www.cornes-trading.com 

※ラミネート加工商品は耐油性・耐水性に優れています。 



プレート パルプ   

VF42000  110mm     

ロット：①100(10×10) 

単 価：①40円 

サイズ：①110×110×H12mm 

材 質：パルプ 

プラスチック包材ソリア・フランス 

総輸入販売元：コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 
〒105 – 0014  東京都港区芝3-3-9  TEL: 03 5730 1609 
URL: http://www.cornes-trading.com 

プレート パルプ   

VF42050 200×90mm      

ロット：100(10×10)  

単 価：60円 

サイズ：200ｘ90×H15mm 

材 質：パルプ 

カクテルプレート パルプ   

①VF40550  200mm 

②VF40560  247mm   

ロット：④200(50×4包) 

            ⑤100(50×2包)    

単 価：④120円 

    ⑤190円 

サイズ：④200ｘ200×H70mm 

      ⑤247×247×H80mm 

材 質：パルプ 

サトウキビを原料に環境に配慮した
エコ商品。シンプルなエコ商品の 
中でも洗練されたデザインが際立つ
容器です。 

Collection Pulpe de canne 
SUGAR CANE PULP COLLECTION 

パルプシリーズ 

電子レンジok オーブンok 

※ラミネート加工無 

※ラミネート加工無 

耐冷耐熱-12～170℃ 

① 

② 

① 

＊商品価格は全て税別です。 

② 

※ラミネート加工無 

プレート パルプ   

VF42010  160mm     

ロット：②100(10×10) 

単 価：②80円 

サイズ：②160×160×H12mm 

材 質：パルプ 

※ラミネート加工無 



プラスチック包材ソリア・フランス 

総輸入販売元：コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 
〒105 – 0014  東京都港区芝3-3-9  TEL: 03 5730 1609 
URL: http://www.cornes-trading.com 

スープ皿 180mm パルプ  

①VF40512 50枚入 ブラック PLA 

②VF40522 50枚入 ホワイト    

ロット：1  参考ケース入数：8 (400枚) 

単 価：①6,000円(1個当たり120円) 

    ②3,500円(1個当たり70円) 

サイズ：Φ180×H50mm 

材 質：①パルプ、PLAコーティング 

            ②パルプ 

耐冷耐熱：①-12～170℃ 

     ②-18~100℃ 

ラウンドプレート 270mm パルプ  

③VF40510  50枚入 ブラック PLA 

④VF40520  50枚入 ホワイト    

ロット：1  参考ケース入数：4 (200枚) 

単 価：③10,600円(1個当たり212円) 

            ④6,500円(1個当たり130円) 

サイズ：Φ270ｘH18mm 

材 質：③パルプ、PLAコーティング 

            ④パルプ 

耐冷耐熱：③-12~170℃ 

     ④-18~100℃ 

サトウキビを原料に環境に配慮した
エコ商品。シンプルなエコ商品の 
中でも洗練されたデザインが際立つ
容器です。 

Collection Pulpe de canne 
SUGAR CANE PULP COLLECTION 

パルプシリーズ 

電子レンジok オーブンok 

※ラミネート加工無 

※ラミネート加工有 

※ラミネート加工無 

※ラミネート加工有 

② 

① 

④ 

③ 

＊商品価格は全て税別です。 


