
 

品名・厚み 号数 サイズ 

ｻﾝﾚｯｸｽ規格、ニューＨＤ規格、ひも付き・極薄 №９ 幅 150 ミリ×長さ 250 ミリ 

ｻﾝﾚｯｸｽ規格、ニューＨＤ規格、ひも付き・極薄 №１０ 幅 180 ミリ×長さ 270 ミリ 

ｻﾝﾚｯｸｽ規格、ニューＨＤ規格、ひも付き・極薄 №１１ 幅 200 ミリ×長さ 300 ミリ 

ｻﾝﾚｯｸｽ規格、ニューＨＤ規格、ひも付き・極薄 №１２ 幅 230 ミリ×長さ 340 ミリ 

ｻﾝﾚｯｸｽ規格、ニューＨＤ規格、ひも付き・極薄 №１３ 幅 260 ミリ×長さ 380 ミリ 

ｻﾝﾚｯｸｽ規格、ニューＨＤ規格、ひも付き・極薄 №１４ 幅 280 ミリ×長さ 410 ミリ 

ｻﾝﾚｯｸｽ規格、ニューＨＤ規格、ひも付き・極薄 №１５ 幅 300 ミリ×長さ 450 ミリ 

ｻﾝﾚｯｸｽ厚口・0.015 №９ 幅 150 ミリ×長さ 250 ミリ 

ｻﾝﾚｯｸｽ厚口・0.015 №１０ 幅 180 ミリ×長さ 270 ミリ 

ｻﾝﾚｯｸｽ厚口・0.015 №１１ 幅 200 ミリ×長さ 300 ミリ 

ｻﾝﾚｯｸｽ厚口・0.015 №１２ 幅 230 ミリ×長さ 340 ミリ 

ｻﾝﾚｯｸｽ厚口・0.015 №１３ 幅 260 ミリ×長さ 380 ミリ 

ｻﾝﾚｯｸｽﾌﾞﾙｰ №１ 幅 260 ミリ×長さ 380 ミリ 

ｻﾝﾚｯｸｽﾌﾞﾙｰ №２ 幅 300 ミリ×長さ 450 ミリ 

ｻﾝﾚｯｸｽﾌﾞﾙｰ №３ 幅 400 ミリ×長さ 550 ミリ 

ｻﾝﾚｯｸｽﾛｰﾙ、NN ﾛｰﾙ（ミシン目ﾛｰﾙ巻き） №１１ 幅 200 ミリ×長さ 300 ミリ 

ｻﾝﾚｯｸｽﾛｰﾙ、NN ﾛｰﾙ（ミシン目ﾛｰﾙ巻き） №１２ 幅 230 ミリ×長さ 340 ミリ 

NN ﾛｰﾙ（ミシン目ﾛｰﾙ巻き） №１３ 幅 260 ミリ×長さ 380 ミリ 

HD シート（ナチュラル）・0.01 500角 幅 500（250）ミリ×長さ 500 ミリ 

HD シート（ナチュラル）・0.01 600角 幅 600（300）ミリ×長さ 600 ミリ 

HD シート（ナチュラル）・0.01 700角 幅 700（350）ミリ×長さ 700 ミリ 

HD シート（ナチュラル・ブルー・レッド）・0.01 800角 幅 800（400）ミリ×長さ 800 ミリ 

HD シート（ナチュラル・ブルー・レッド）・0.01 900角 幅 900（450）ミリ×長さ 900 ミリ 

HD シート（ナチュラル・ブルー・レッド）・0.01 1000角 幅 1000（500）ミリ×長さ 1000 ミリ 

HD シート（ナチュラル・ブルー・レッド）・0.015 1200角 幅 1200（600）ミリ×長さ 1200 ミリ 



 

品名 号数 サイズ 

ＮＮパック（乳白・半透明） ＳＳ 幅 250 ミリ（150+100）×長さ 350 ミリ 

ＮＮパック（乳白・半透明） Ｓ 幅 300 ミリ（180+120）×長さ 380 ミリ 

ＮＮパック（乳白・半透明） Ｍ 幅 350 ミリ（220+120）×長さ 430 ミリ 

ＮＮパック（乳白・半透明） Ｌ 幅 400 ミリ（260+140）×長さ 480 ミリ 

ＮＮパック（乳白・半透明） ＬＬ 幅 450 ミリ（300+150）×長さ 530 ミリ 

ＮＮパック（乳白・半透明） ＬＸ 幅 500 ミリ（350+150）×長さ 570 ミリ 

ＮＮエコパック ｴﾝﾎﾞｽ付（乳白・半透明） ＳＳ 幅 250 ミリ（150+100）×長さ 350 ミリ 

ＮＮエコパック ｴﾝﾎﾞｽ付（乳白・半透明） Ｓ 幅 300 ミリ（180+120）×長さ 380 ミリ 

ＮＮエコパック ｴﾝﾎﾞｽ付（乳白・半透明） Ｍ 幅 350 ミリ（220+120）×長さ 430 ミリ 

ＮＮエコパック ｴﾝﾎﾞｽ付（乳白・半透明） Ｌ 幅 400 ミリ（260+140）×長さ 480 ミリ 

ＮＮエコパック ｴﾝﾎﾞｽ付（乳白・半透明） ＬＬ 幅 450 ミリ（300+150）×長さ 530 ミリ 

ＮＮエコパック ｴﾝﾎﾞｽ付（乳白・半透明） ＬＸ 幅 500 ミリ（350+150）×長さ 570 ミリ 

ネオﾊﾟｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ付 №２５ 幅 250 ミリ（150+100）×長さ 350 ミリ 

ネオﾊﾟｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ付、ﾌﾞﾛｯｸ無 №３０ 幅 300 ミリ（200+100）×長さ 380 ミリ 

ネオﾊﾟｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ付、ﾌﾞﾛｯｸ無 №３５ 幅 350 ミリ（220+130）×長さ 430 ミリ 

ネオﾊﾟｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ付、ﾌﾞﾛｯｸ無 №４０ 幅 400 ミリ（270+130）×長さ 490 ミリ 

ネオﾊﾟｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ付、ﾌﾞﾛｯｸ無 №４５ 幅 450 ミリ（300+150）×長さ 540 ミリ 

ネオﾊﾟｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ付 №５０ 幅 500 ミリ（350+150）×長さ 600 ミリ 

ネオﾊﾟｯｸ ジャンボ №５５ 幅 550 ミリ（350+200）×長さ 650 ミリ 

ネオﾊﾟｯｸ ジャンボ №６５ 幅 650 ミリ（450+200）×長さ 750 ミリ 

ネオﾊﾟｯｸ ジャンボ №７５ 幅 750 ミリ（550+200）×長さ 850 ミリ 

 


