
HYGIENE 「HYGIENE」とは衛生的という意味で、弊社製品のトータルイメージです。

"HIGIENE" means our products image. 「HYGIENE」を鱈咋叩lユ叫l外吾 0回咋叫．

r/―--Paper spoon straw ＇̀Sahji-KunR’'香°l砂バ直外スl翌'i

「 特徴 Features号臼 ｀ r 用途 Purpose 鱈 i 
●先端が曹んでいますが食べている内に広がります。

The top of the spoon is budding. But it will open while using this. 

習せ°l 吾スl 唱国立蚊告圧忌呵l 哨吋吋叶叫••

●耐水強度に優れています。
Excellent water resistance. 

喝午な圧フ1-辛午習叶叶．

●形状持続性に優れています。

●かき氷
Shaved ice喝午

●スムージ一
Smoothie仝早叫

●フラッペ
Frappe竺姐l

●各種クリーム飲料Excellent retention capability of shape. 

唱入よスl 今入jol 辛午刊甘叫•• Various beverages with cream 斗吾ヨ吾告豆

●食べやすい形状角度を有しています。
●各種フロート飲料

Easy-to-eat shape and angle. 

国7l希合ヰ呈憩付唱叶叶．
Various beverages with float 4吾晉早巨告豆

製品仕様 Productspecification 対l晉外味 I 
ペーパースプーンストローrさーじ君」R

JANコード
」ANcode 

品名

品番

規格

材質

入数

Product name 

Product number 

Size 

Material 

Quantity 

苦咽

晉屯

汗可

刈召

戎キ

Paper spoon straw "s ahji-kunぶ呑°l合7}卦鴫叶吹柊l翌＂

PS-08200-SR 

約直径8mmx長さ200mm Approx. 8mm(D)x20Dmm(L) 叶封弓SmmXか 1200mm

フードクラフトパルプ Foodkraft pulp ~晉吾 7J叫唱竺

200本x30箱 200 x 30 boxes 2001jx30令国 4 "582295"380204 

個箱サイズ Individual box size 71苦ス｝入卜O]ス

個箱重量 Individual box weight 71 "Jス｝早11

ケースサイズ Cartonsize 炉い回王

ケース重量 Carton weight "Jス｝早7ll

l 50(L)x215(W)xl OOmm(H)砂 150mmX号215mmX野 l100mm

約380gApprox. 380g 叶380g

470(L)x440(W) x530mm (H)砂 470mmX号440mmX知 1530mm

約12.0kg Approx.12kg 叶12.0kg
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使用上の注意 Precautions朴知l叫翌因咽 1 

●着色料の溶出試験に適合しておりますが、
まれに印刷用インキが溶出する場合があります。
It is suitable for the elution test of coloring, 
but is has rare case of elution, 
卦乱豆号壱刈習晉苦叫社叶叫社王号月I'<!琲丹
odヨ7}吾含卦ヒ吋辛7}毀合叶叶．

●紙片が製品中に混入している場合は取り除いて下さい。
If you find a piece of paper in this product, please remove it 
スl咆0Iオl苦せ叶毀セ吋辛<>iiセ"1171甜千甘入l立．．

●オーブン・トースター・電子レンジには使用しないで下さい。
Please do not use it in a oven, a toaster and a micro wave. 
立せ•呈仝日・咆ス｝計I せス1 暑入｝吾卦スl 口｝付入1 立．

●火気に近づけたり、湿気の多い場所には置かないで下さい。
Please keep away from the fire or a humid place. 
昔叫 7HげIAH炉印171叶合7l7} 器を~背仝叶l告早スl 叶付人l 立．

●水洗トイレや排水口に流すとパイプが詰まる可能性があります。
If you flush it through a toilet or a drainage、thereis a possibility of clogging. 
卦せせ°l叶Hl午干叶Iを叫咆叫°l竺フ｝叫翌 7}号唱0I毀合L]叫

［発売元］u 
株式会社エムコンス 翼瓢調ホームページ 紹介サイト 紹介動画

東京都文京区千駄木2-32-3佐久間ビル4階

TEL. 03-5832-6682 FAX. 03-5832-6685 

c2006 Means Co., Ltd. all right reserved 

食品衛生法適合商品
食品衛生法の着色料溶出試験を受け安全が確認

されておりますので、安心してお使いいただけます。

Conforming product of food sanitation act 
This product meets the elution test of coloring 
by food sanitation act, it is conformed the safety 
and can be used without anxiety. 

叶苦判咽団｝可司令｝苦
卦晉判咽咀叫卦碍豆吾含人1唱告号叫卦丑吐礼音
斗刊せ付苦°l7］叫苦叶吐甘卦人lユ叶告卦礼午
毀合叶叶．


