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100×10

100×8

100×3

  50×6

  50×4

純白ロール 45g／㎡

半晒クラフト 60g／㎡

純白ロール 45g／㎡

コート紙 64g／㎡

コート紙 64g／㎡

コート紙 79g／㎡

品　番 紙　厚寸　法（mm） 入　数

マットコート紙 64g／㎡
※ブルーの品番のみ、

特殊紙使用の為、
随時お問い合わせ下さい。

【品番 100 番台】

品番2550　　　　品番2504

寸法（mm）

入数

760×530（普通判）は、
倍判760×1060もあります。

※品番2550  三つ折りの姿

三つ折り100枚

和紙使用の為、
随時お問い合わせ下さい。

100枚単位での出荷可能です。
※100番台、300番台は50枚単位



 

 

 

    

品番：101 品番：102 品番：103 品番：104 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：50×6 入数：50×6 入数：50×6 入数：50×4 

黄龍紙あかね 60ｇ/㎡ 黄龍紙草 60ｇ/㎡ 黄龍紙藤 60ｇ/㎡ 花こよみ黄龍紙草 45ｇ/㎡ 

 

    

品番：105 品番：106 品番：107 品番：108 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：50×4 入数：50×4 入数：50×4 入数：50×4 

花こよみ黄龍紙藤 45ｇ/㎡ 金銀振り昇龍紙黄 45ｇ/㎡ 金銀振り黄龍紙黄 45ｇ/㎡ 金銀振り黄龍紙水 45ｇ/㎡ 

 

    

品番：109 品番：110 品番：111 品番：112 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：50×4 入数：50×4 入数：50×4 入数：50×4 

金銀振り黄龍紙藤 45ｇ/㎡ 石鎚桃 70ｇ/㎡ JUN ﾐﾚﾐｱﾑしろいろ 70ｇ/㎡ JUN ﾐﾚﾐｱﾑきいろ 70ｇ/㎡ 

 

 

 

 

 

サクラ包装紙 
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品番：113 品番：114 品番：115 品番：116 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：50×4 入数：50×4 入数：50×4 入数：50×4 

JUN ﾐﾚﾐｱﾑももいろ 70ｇ/㎡ JUN ﾐﾚﾐｱﾑやまふじ 70ｇ/㎡ JUN ﾐﾚﾐｱﾑだいだい 70ｇ/㎡ JUN ﾐﾚﾐｱﾑあかね 70ｇ/㎡ 

 

    

品番：117 品番：118 品番：119 品番：120 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：50×4 入数：50×4 入数：50×4 入数：50×4 

JUN ﾐﾚﾐｱﾑえんじ 70ｇ/㎡ JUN ﾐﾚﾐｱﾑすみれ 70ｇ/㎡ 吉兆黄色 70ｇ/㎡ 吉兆桃色 70ｇ/㎡ 

 

    

品番：121 品番：122 品番：301 品番：302 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：50×4 入数：50×4 入数：50×6 入数：50×6 

吉兆草色 70ｇ/㎡ 銀閣くさいろ 70ｇ/㎡ 花こよみ桃 75ｇ/㎡ 花こよみ黄 75ｇ/㎡ 
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品番：2504 品番：2550 品番：6004 品番：6006 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：890×595（㎜） 寸法：890×595（㎜） 

入数：100×10 入数：100×10 入数：100×7 入数：100×7 

純白ロール 45ｇ/㎡ 純白ロール 45ｇ/㎡ 半晒クラフト 60ｇ/㎡ 半晒クラフト 60ｇ/㎡ 

 

    

品番：6050 品番：7011 品番：7015 品番：7016 

寸法：890×595（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 

純白ロール 45ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ 

 

    

品番：7018 品番：7027 品番：7030 品番：7031 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 

コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ 
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サクラ包装紙 



 

 

 

    

品番：7032 品番：7036 品番：7040 品番：7043 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 

コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ 

 

    

品番：7045 品番：7050 品番：7054 品番：7055 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 

コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ 

 

    

品番：7056 品番：7057 品番：7058 品番：7059 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 

コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ マットコート紙 64ｇ/㎡ マットコート紙 64ｇ/㎡ 
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品番：7061 品番：7067 品番：7074 品番：7080 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 

コート紙 64ｇ/㎡ マットコート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ 

 

    

品番：7090 品番：7094 品番：7095 品番：7096 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 

コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ 

 

    

品番：7097 品番：7100 品番：7110 品番：7111 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 

コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ 
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品番：7116 品番：7117 品番：7118 品番：7121 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 

コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ 

 

    

品番：7128 品番：7129 品番：7131 品番：7132 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 

コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ 

 

    

品番：8006 品番：8010 品番：9006 品番：9008 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 法：760×530（㎜） 

入数：100×10 入数：100×10 入数：100×8 入数：100×8 

コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 79ｇ/㎡ コート紙 79ｇ/㎡ 
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品番：CAL1 

寸法：760×530（㎜） 

入数：100×3 
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サクラ包装紙 

＜サクラ包装紙：CAL 1 ご案内＞ 



 

 

 

    

品番：3111 品番：7024 品番：7093 品番：7107 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 

クレープ加工紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ 

 

    

品番：7123 品番：7126 品番：7133 品番：8021 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 入数：100×10 

コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 64ｇ/㎡ 

 

  

品番：8026 品番：9001 

寸法：760×530（㎜） 寸法：760×530（㎜） 

入数：100×10 入数：100×8 

コート紙 64ｇ/㎡ コート紙 79ｇ/㎡ 

 

 

 

 

サクラ包装紙（現品限り） 
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