
プロも納得の高機能で、
快適な環境づくりを支援します。

このマークがついている製品は、食品衛生試験に合格して
いるので安心して食品保存にご使用いただけます。

ポリオレフィン等衛生
協議会規格合格マーク

厨房ペール （キャスター付） 製品仕様
品名 価格 入数 色調 材質 幅（cm） 奥行（cm） 高さ（cm） 容量 耐荷重 JAN 商品コード

CK-45 10,700 円
（税抜価格） 4

ブルー

本体・フタ：PP
キャスター：ウレタン 51.6 31.3 62.3 45L 45kg

032046 586114

グレー 032039 586112

ナチュラル 368961 586106

グリーン 461341 586115

レッド 461334 586117

イエロー 461358 586116

CK-70 13,000 円
（税抜価格） 4

ブルー

本体・フタ：PP
キャスター：ウレタン 58 35.6 70.4 70L 45kg

032084 586134

グレー 032077 586132

ナチュラル 461396 586130

グリーン 461372 586135

レッド 461365 586137

イエロー 461389 586136

厨房ペール（キャスター付） ■ 豊富なカラーのCKシリーズ

■ 使いやすい丸い取っ手 ■ フタを本体に掛けておけます

■ φ5cmの丈夫なキャスター
厨房ペールCKシリーズは、多彩な用途でご利用い
ただけるよう、6色のカラーを揃えました。内容物
に応じて色を変えることで、誤投入の心配がなくな
ります。また、セクションごとに色分けすることで
使用環境の管理をすることができます。　　

ペールの側面に持ち運びやすく
て移動させやすい取っ手をつけ
ました。

外したフタを本体に掛けておけ
ますから、紛失防止や省スペース
に役立ちます。

底部についているキャスターは、
許容荷重45kgと丈夫な構造で、重
い物も運搬ができます。

CK-45/CK-70（6色有り）

ブルー

グリーン

グレー

レッド

ナチュラル

イエロー
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厨房ペール （ヒール付） 製品仕様
品名 価格 入数 色調 材質 幅（cm） 奥行（cm） 高さ（cm） 容量 耐荷重 JAN 商品コード

K-45 8,400 円
（税抜価格） 6

ブルー 本体・フタ：PP
ヒール：PE 51.6 31.3 55.6 45L 45kg

032022 586104

グレー 032015 586102

K-70 10,300 円
（税抜価格） 4 グレー 本体・フタ：PP

ヒール：PE 58 35.6 63.7 70L 70kg 032053 586122

水切り厨房ペール （キャスター付） 製品仕様
品名 価格 入数 色調 材質 幅（cm） 奥行（cm） 高さ（cm） 容量 耐荷重 JAN 商品コード

CW-45 12,200 円
（税抜価格） 4 グレー

本体・フタ：PP
水切りかご：PP
キャスター：ウレタン

51.6 31.3 69.1
本体：45L
水切りかご：
32L

45kg 485262 586902

CW-70 15,300 円
（税抜価格） 4 グレー

本体・フタ：PP
水切りかご：PP
キャスター：ウレタン

58 35.6 77.6
本体：70L
水切りかご：
50L

45kg 485279 586922

厨房ペール用水切りかご 製品仕様
品名 価格 入数 材質 JAN 商品コード

#45 3,100 円
（税抜価格） 4 PP 489222 586943

#70 4,700 円
（税抜価格） 4 PP 489239 586944

■  底が丈夫で壊れにくい
脚部のヒールが本体をガードし、
ハードな取り扱いにも高い耐久性
を発揮します。

厨房ペール用水切りかご

厨房ペール（ヒール付）

水切り厨房ペール（キャスター付）

K-45（ブルー）

■  衣服を汚さない片側穴仕様
水切り厨房ペールでは、片側穴を採
用。これで衣服が汚れることなく、
安心して作業が行えます。

※表記の寸法はすべてcmです。
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アロン化成の環境保全用品カタログ

いつもの暮らし、明日の地球。

Vol.13アロン化成は、「ISO14001」および「ISO9001」の認証取得企業です。
ISO14001とは国際標準化機構が制定している「環境マネジメントシステムに関する国際規格（ISO）」のことで、
自主的・積極的な環境へ配慮した事業活動の誓約、実施するものです。
ISO9001とは国際標準化機構が制定している「品質マネジメントシステムに関する国際規格 (ISO)」のことで、
お客様にご満足いただける製品サービスを提供するための品質マネジメントシステムです。

●出荷単位の厳守をお願いします。
●記載価格はメーカー希望の小売価格です。
●このカタログの商品写真の色は、現物と多少違うことが
　あります。
●製品の仕様および価格は、予告なく変更することがあります。
●本カタログ掲載の価格には消費税が含まれておりません。

19.05.8A.SH-1

https://www.aronkasei.co.jp/kankyo/

私たちは、安全で快適な「エコ空間」を実現するためにCO2削減や地球温暖化防止など自然環境の保全をテーマにした環境・リサイクル製品開発へ積極的
に取り組んでいます。2000 年春には循環型社会形成推進基本法に基づく各種法案が改正・整備・新規設定され市場はますます環境に無関心ではいられ
なくなりました。民間では ISO14001の取得、官庁ではグリーン購入法を踏まえた環境に優しい商品購入、一般では容器包装リサイクル法による家庭内の
分別など環境への取り組みが急ピッチに進められた中で生まれたごみ回収・分別商品のファミリーネームとしてエコランドブランドが立ち上がりました。

商品に関するご注意 JANコードについて

PP=ポリプロピレン / PE=ポリエチレン / PS=スチロール樹脂 / ABS=ABS樹脂 / PA=ナイロン

材質の略号について

エコマーク

掲載商品価格はメーカー希望小売価格です。商品の仕
様および価格は予告なく変更する場合がございますこと
をあらかじめご了承ください。

JANコードは各商品のスペック内に記載
しています。国内・メーカーコードを表す
49-70210は共通です。

環境庁の指導のもとに、日本環境協会が
環境保全に役立つ商品として認定し、消費
者に推奨するマークです。

グリーン購入適合品
グリーン購入法の適用の基準となる再生原
料樹脂70％以上使用している商品です。

天神西通りビジネスセンター 7階

大樹生命名古屋ビル6階

（KDX札幌ビル）

〒730-0031　広島市中区紙屋町2丁目1-22　広島興銀ビル4階

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。




