
自 社 商 品 の ご 案 内

株式会社 九州パール紙工



自社商品一覧



精肉折
熱融着のため汁漏れせず直下盛りでき、
地域特産物にも使用可能な
ワンランク上の贈り物容器です。

|||||||||||||||||||||||||||||||||| サイズ一覧 |||||||||||||||||||||||||||||||||||

１㎏ 用

１.５㎏ 用

２㎏～ 用

❖Uギフト1000折多聞杉 落し蓋付
90/ケース 15/袋

❖Uギフト1500折多聞杉 落し蓋付
80/ケース 10/袋

❖Ｕギフト22-30 金インロー 蓋付
81/ケース ９/袋

❖U KP Y18-33 BMインロー黒部 高蓋付
56/ケース 7/袋

❖U KP Y18-33 金インロー黒部 高蓋付
56/ケース 7/袋

❖U KP M21-580 黒部 蓋付
60/ケース 10/袋

❖U KP M21-580 黒部 高蓋付
42/ケース 7/袋

❖U KP M21-580 BMインロー黒部 蓋付
80/ケース 10/袋

＼ インローは２種類／

金 BM

本体・蓋 素材：ポリスチレン
インロー 素材：紙

熱融着
(接着剤不使用)

＼ ギフト発送に！梱包資材も／



紙重箱
高級感溢れる紙重箱です。
豊富なサイズと色展開でご要望に応じて
お選びいただけます。

|||||||||||||||||||||||||||||||||| サイズ一覧 |||||||||||||||||||||||||||||||||||

６.５寸 ７寸

８寸

❖ゴールド重 ６.５寸
本体：60/ケース
蓋：120/ケース

＼ 色は２種類 ／

黒

朱

本体・インロー 素材：紙

※黒のみ

９寸

❖ゴールド重 ７寸
本体：40/ケース
蓋：80/ケース

❖ゴールド重 ９寸
本体：20/ケース
蓋：40/ケース

❖ゴールド重 ８寸
本体：40/ケース
蓋：80/ケース



松花堂用折箱

中身の高級感をより一層引き立てる
松花堂用折箱です。
紙底のウッド折と熱接着の融着折の
２種類ございます。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||| ウッド折 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素材：ポリスチレン、紙

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 融着折 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素材：ポリスチレン

ED杉 青日光杉

黒赤

❖ウッド 松花堂 -小-６
80/ケース 10/袋

❖ウッド 松花堂 -小-４
120/ケース 10/袋

+

❖U 松花堂 共蓋付 各種
168/ケース 28/袋



仕出し・ギフト用折箱

❖U 205-2段 共蓋付
215×150×59(2段＋蓋の高さ)
80/ケース 10/袋

＼ ６仕切り(別売り)あり ／

❖U 6号 蓋付 各種
176×176×65
120/ケース 10/袋

||||||||||||||||||||||||||||||||||||  ウッド折 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||  融着折 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

❖U198×122 各種 ※別売り透明蓋あり

198×122×30
400/ケース 20/袋

ED杉 赤金砂

❖U おみやげ折 蓋付 各種
198×110×59
280/ケース 20/袋

❖U 内寸200角インロー付 各種
215×215×70
96/ケース 8/袋

❖U KP ギフト 292 白 蓋付
290×215×60
80/ケース 10/袋

❖U KP 90-60 ED杉 落し蓋付
285×190×47
70/ケース 10/袋

❖U おみやげ折 紙金インロー蓋付
196×124×53
80/ケース 20/袋

赤金砂 黒金砂

❖U うなぎ折 蓋付 各種
163×130×55
308/ケース 22/袋

赤金砂 黒金砂

白 黒

彩桃 彩グリーン

❖KP 2000折 板蓋付
285×200×50
117/ケース 13/袋

❖4寸 赤飯 花かすみ
120×120×55
450/ケース 30/袋

❖KP小鉢70-3 ED杉 落し蓋付
180×180×53
160/ケース 10/袋

❖KP 長折２段 落し蓋付 各種
205×106×105(2段の高さ)
140/ケース 10/袋

杉 高山青杉

❖KP小鉢65-2 2段 落し蓋付 各種
182×97×110(2段の高さ)
140/ケース 10/袋

杉 高山黒杉

❖ウッド70-70 ED杉 落し蓋付
220×220×53
90/ケース 10/袋

❖ウッド80-80 ED杉 落し蓋付
250×250×53
40/ケース 10/袋

＼ 中仕切り(別売り)あり／ ＼ 中仕切り(別売り)あり／

❖KP小鉢65-4 ED杉 落し蓋付
180×180×53
160/ケース 10/袋

＼ 小鉢65(別売り)あり／

❖ウッド90-60 白市松 落し蓋付
250×250×53
100/ケース 10/袋

＼ 小鉢70(別売り)あり／

青杉



夏向け注目商品ピックアップ



う な ぎ

7 月

❖U おみやげ折蓋付各種
198×110×59
280/ケース 20/袋

赤金砂 黒金砂

❖U うなぎ折蓋付 各種
163×130×55
308/ケース 22/袋

白 黒

❖U 内寸200角インロー付各種
215×215×70
96/ケース 8/袋

赤金砂 黒金砂

❖U おみやげ折紙金インロー蓋付
196×124×53
80/ケース 20/袋



運 動 会

5月・9月

6.5寸

9寸
～

❖ゴールド重
黒・朱の全2色・4サイズ

※あくまで参考例です

両親・子１人

６.５寸３段 ７寸３段

両親・子２人

８寸３段

両親・子２人
祖父母

９寸３段

両親・子２人
両祖父母

サイズ・段数の組み合わせ次第で自由自在！



敬 老 の 日

9 月

❖U 6号蓋付 各種
176×176×65
120/ケース 10/袋

彩桃 彩グリーン

❖ゴールド重８寸
本体：40/ケース
蓋：80/ケース

1段で
高級弁当に！

❖ウッド松花堂 -小-６
80/ケース 10/袋

❖ウッド松花堂 -小-４
120/ケース 10/袋

ED杉 青日光杉 黒赤

❖U 松花堂共蓋付各種
168/ケース 28/袋

❖U 内寸200角インロー付各種
215×215×70
96/ケース 8/袋

赤金砂 黒金砂



このほか、食品トレーや洗剤、ポリ袋等の既製品や

衛生管理に関わる製品など多数取り揃えております。

お気軽にお問い合わせください。



唐津営業所
〒847-0022 佐賀県唐津市鏡字宮の下4524-4
TEL.0955-77-3127（代）
FAX.0955-77-3132

福岡営業所
〒811-2315 福岡県粕屋郡粕屋町大字仲原1丁目22番地1号
TEL.092-938-0054（代）
FAX.092-938-0097

久留米営業所
〒830-0048 福岡県久留米市梅満町開畑1722
TEL.0942-31-4550（代）
FAX.0942-31-4588

大牟田営業所
〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3丁目10-1
TEL.0944-56-1111（代）
FAX.0944-56-1114

北九州営業所
〒800-0227 福岡県北九州市小倉南区津田新町2丁目1-1
TEL.093-474-7723（代）
FAX.093-474-7724

大分営業所
〒870-0278 大分県大分市青崎1丁目3-14
TEL.097-503-6671（代）
FAX.097-503-6672

長崎営業所
〒856-0820 長崎県大村市協和町628-46
TEL.0957-48-7121（代）
FAX.0957-48-7122

熊本営業所
〒860-0056 熊本県熊本市西区新土河原町1丁目10-1
TEL.096-353-6601（代）
FAX.096-353-6641

宮崎営業所
〒880-0879 宮崎県宮崎市宮崎駅東3丁目9-2
TEL.0985-35-3155（代）
FAX.0985-35-3156

鹿児島営業所
〒892-0836 鹿児島県鹿児島市錦江町7-18
TEL.099-224-3527（代）
FAX.099-225-0676

モダンパック鹿児島店
〒892-0837 鹿児島県鹿児島市甲突町25-24
TEL.099-223-5089（代）
FAX.099-223-5046

山口営業所
〒753-0815 山口県山口市維新公園3丁目7-5
TEL.083-902-3771（代）
FAX.083-902-3772

本社・佐賀営業所
〒849-0302 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬468
TEL.0952-66-1371（代）
FAX.0952-66-4432

株式会社 九州パール紙工
http://www.kyusyu-pearl.co.jp/（HP）
https://www.rakuten.co.jp/kyusyu-pearl/（楽天市場）

会社HP


