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新商品 トライタンコップ アンバー色 

新色  トライタンタンブラー アンバー色 

新色  キングタンブラー アンバー色 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

商品説明 

大好評を頂いております トライタン樹脂製のコップに新商品＆新色が

登場しました！ 

ウォーターコップやドリンクバー用としても活躍する便利なコップです。 

サイズ・形状（段付・段付きロング・ストレート）も豊富です！ 

アンバー色のコップはお客様のテーブルをおしゃれに演出します！ 

・ビスフェノールＡを含みません。 

・環境負荷物質未含有  

・哺乳瓶にも使用されている素材です。安心・安全にご利用できます。 

・クリアで軽く、割れにくい樹脂です。 

ＰＣＴ樹脂(トライタン樹脂)とは？ 

ＰＣＴ樹脂（トライタン樹脂） 

耐熱温度 120度 

食器洗浄機使用可 

電子レンジ使用可（加熱調理不可） 

 

 

ＳＰ－１５Ｗ オーバルボウル 白 メラミン樹脂製 

ＳＰ－８６Ｗ ボウル 12 白 メラミン樹脂製 

ＴＲ－８１５Ａ トライタンコップ 250ml アンバー PCT 樹脂製 

TR-815A 

スタッキングイメージ 

SP-15W 

TR-815A 

SP-86W 
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 新商品 トライタンコップ アンバー色 のご紹介です  

 

新製品 TR-815Ａ トライタンコップ 250ｍｌ アンバー 上代 330 円（税抜き） 

 

 

 

JAN 4976391129704 

材質：ＰＣＴ樹脂(トライタン) 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 73φ×85mm 

本体重量：56g 

内箱 12 入 1 甲 240 入 

 

 

 

 

 

新製品 TR-816Ａ トライタンコップ 300ｍｌ アンバー 上代 380 円（税抜き） 

 

 

 

JAN 4976391129711 

材質：ＰＣＴ樹脂(トライタン) 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 73φ×98mm 

本体重量：69g 

内箱 20 入 1 甲 200 入 

 

 

 

 

 

 

 新色 トライタンタンブラー アンバー色 のご紹介です  

 

新色 TR-401Ａ タンブラー 220ｍｌ アンバー 上代 400 円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391129728 

 

材質：ＰＣＴ樹脂(トライタン) 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 67φ×100mm 

本体重量：60g 

まとめて 5 個袋入 

1 甲 120 入 

 

 

定番商品の 

 №811 アクリルコップ 

 №812 ポリカーボネイトコップﾟ 

と同型材質違いの商品です 

定番商品の 

 №813 アクリルコップ 

 №814 ポリカーボネイトコップﾟ 

と同型材質違いの商品です 
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 新色 キングタンブラー（アンバー） のご紹介です  

 

新色 TR-804Ａ ｷﾝｸﾞﾀﾝﾌﾞﾗｰ 260ｍｌ ｱﾝﾊﾞｰ 上代 390 円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391129735 

 

材質：ＰＣＴ樹脂(トライタン) 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 78φ×85mm 

本体重量：70g 

内箱 10 入 

1 甲 100 入 

新色 TR-805Ａ ｷﾝｸﾞﾀﾝﾌﾞﾗｰ 300ｍｌ ｱﾝﾊﾞｰ 上代 430 円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391129742 

 

材質：ＰＣＴ樹脂(トライタン) 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 78φ×100mm 

本体重量：78g 

内箱 10 入 

1 甲 100 入 

 

 新色 キングタンブラー ロングタイプ（アンバー） のご紹介です  

 

新色 TR-821Ａ ｷﾝｸﾞﾀﾝﾌﾞﾗｰ ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 310ｍｌ ｱﾝﾊﾞｰ 上代 650 円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391129759 

 

材質：ＰＣＴ樹脂(トライタン) 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 78φ×127mm 

本体重量：85g 

5 個まとめて袋入 

1 甲 100 入 

新色 TR-822Ａ ｷﾝｸﾞﾀﾝﾌﾞﾗｰ ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 370ｍｌ ｱﾝﾊﾞｰ 上代 670 円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391129766 

 

材質：ＰＣＴ樹脂(トライタン) 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 78φ×146mm 

本体重量：91g 

5 個まとめて袋入 

1 甲 100 入 
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 新色 キングタンブラー スレートタイプ（アンバー）  

 

新色 TR-806A ｷﾝｸﾞﾀﾝﾌﾞﾗｰ ｽﾄﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ 410ｍｌ ｱﾝﾊﾞｰ 上代 670 円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391129773 

 

材質：ＰＣＴ樹脂(トライタン) 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 80φ×128mm 

本体重量：92g 

5 個まとめて袋入 

1 甲 100 入 

新色 TR-807A ｷﾝｸﾞﾀﾝﾌﾞﾗｰ ｽﾄﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ 500ｍｌ ｱﾝﾊﾞｰ 上代 710 円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391129780 

 

材質：ＰＣＴ樹脂(トライタン) 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 82φ×147mm 

本体重量：104g 

5 個まとめて袋入 

1 甲 100 入 

 

 新色 スクエアタンブラー（アンバー）のご紹介です  

 

新色 ＴＲ-８４１Ａ スクエアタンブラー 260ｍｌ アンバー 上代 1300 円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391129797 

材質：ＰＣＴ樹脂(トライタン) 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 72×72×100mm 

本体重量：100g 

内箱 10 入 

カートン 100 入 

 

 


