
ボックスカタログ

株式会社 東果



シール

オリジナル商品をメーカーに発注

海外より直輸入

３つの配送拠点により迅速な対応

自社オンデマンドDTP

お客様の｢欲しい」をカタチに

私たち東果にお任せ下さい
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■ブライトBOX　TO-1
   275×190×110mm（内寸）
　　　     ケース入数　40

※注　箱の中の果物は商品には含まれません。

■ブライトBOX　TO-2
   300×210×110mm（内寸）
　　　     ケース入数　40

■ブライトBOX　TO-3
   325×230×110mm（内寸）
　　　     ケース入数　40

■ブライトBOX　TO-4
   350×250×110mm（内寸）
　　　     ケース入数　40

■ブライトBOX　TO-5
   370×270×120mm（内寸）
　　　     ケース入数　40

■ブライトBOX　TO-6
   395×290×120mm（内寸）
　　　     ケース入数　40

■ブライトBOX　G-8
   290×290×110mm（内寸）
　　　     ケース入数　50

■ブライトBOX　G-9
   330×330×110mm（内寸）
　　　     ケース入数　50

■ブライトBOX　G-9ロイヤル
   330×330×150mm（内寸）
　　　     ケース入数　30

■ブライトBOX　TO-7
 　420×310×120mm（内寸）
　　　     ケース入数　40

ブライトシリーズ

■ブライトBOX　桃6   
275×175×90mm（内寸）
　　　    ケース入数　50

■ブライトBOX　桃9   
300×220×90mm（内寸）
　　　    ケース入数　50

■ブライトBOX　桃12   
330×250×90mm（内寸）
　　　     ケース入数　50
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※注　箱の中の果物は商品には含まれません。

グリーンボックスシリーズ

アイランド

■グリーンBOX　TO-2
   300×210×110mm（内寸）
　　　     ケース入数　50

■グリーンBOX　TO-3
   325×230×110mm（内寸）
　　　     ケース入数　50

■グリーンBOX　TO-4
 　350×250×110mm（内寸）
　　　     ケース入数　50

■グリーンBOX　TO-1-GS
   260×200×110mm（内寸）
　　　     ケース入数　50

■グリーンBOX　ARM
 　375×270×97mm（内寸）
　　　     ケース入数　50

■グリーンBOX　ARM-S
   363×260×97mm（内寸）
　　　     ケース入数　50

■アイランドワールド特大
　　　   400×285×175mm（内寸）
　　　    　　ケース入数　50

■グリーンBOX　TO-1
   275×190×110mm（内寸）
　　　     ケース入数　50
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※注　箱の中の果物は商品には含まれません。

■果実パレットミニL447
　   270×180×95mm（内寸）
　　　     ケース入数　50

果実パレットシリーズ

いろどりパレットシリーズ

■果実パレット小L482
　 295×200×95mm（内寸）
　　　   ケース入数　50

■果実パレット中L435
　 325×220×95mm（内寸）
　　　   ケース入数　50

■果実パレット中長L449
　   400×225×110mm（内寸）
　　　     ケース入数　40

■果実パレット角L448
　 270×270×95mm（内寸）
　　　    ケース入数　50

■果実パレット手提中L491
　   　265×175×285mm（内寸）
　　　     　ケース入数　50

■いろどりパレットミニ　
L2070  270×180×95mm（内寸）
　　　      　ケース入数　50

ピュアＢＯＸシリーズ

■ピュアBOX　小　L385
　 　305×198×110mm（内寸）
　　　     　ケース入数　50

■いろどりパレット小　
L2071  295×200×95mm（内寸）
　　　      　ケース入数　50

■いろどりパレット中　
L2072  325×220×105mm（内寸）
　　　      　ケース入数　50

■いろどりパレット大　
L2073  380×270×105mm（内寸）
　　　      　ケース入数　50

■いろどりパレットロイヤル　
L2074  325×225×150mm（内寸）
　　　      　ケース入数　40

■ピュアBOX　中　L386
　 　325×218×110mm（内寸）
　　　     　ケース入数　50

■ピュアBOX　中B　L387
　 　365×260×110mm（内寸）
　　　     　ケース入数　50

■ピュアBOX　大　L388
　 　385×270×110mm（内寸）
　　　     　ケース入数　40

■ピュアBOX ロイヤル L389
　 　     325×225×150mm（内寸）
　　　     　    ケース入数　40

■果実パレット大L436
　 380×270×95mm（内寸）
　　　    ケース入数　50

■果実パレットロイヤルL450
　   　　325×2225×150mm（内寸）
　　　    　　　 ケース入数　40
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ぶどうにもどうぞ

みかんにもどうぞ
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■果樹園からの贈り物
　　　　　　　　385×270×115mm（内寸）

ケース入数　90

■大地の恵み　　　　　　
　　　　　　　　410×275×115mm（内寸）

ケース入数　30

※在庫なくなり次第終了の特価ＢＯＸとなります。

■四季彩旬果ロイヤル　　
　　　　　　　　325×225×150mm（内寸）

ケース入数　30

■セントロイヤル　　　　
　　　　　　　　365×260×155mm（内寸）

ケース入数　30

枚数限定ＢＯＸ

完

売

御

礼



■赤い果実　ロイヤル　
　　　　　　　　240×170×170mm（内寸）

ケース入数　40
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高級メロンのご贈答用にどうぞ。

1入　158×175×153mm

2入　160×325×153mm

※布台紙付き(付属しないことも可能です)

高級メロンのご贈答用にどうぞ。

1入　158×175×153mm

2入　160×325×153mm

※布台紙付き(付属しないことも可能です)





■アラカルト3個用　小
　　　　　　　　320×150×120mm（内寸）

ケース入数　40

アラカルト（マンゴ）

■アラカルト1個用　
　　　　　　　　165×145×120mm（内寸）

ケース入数　60

■アラカルト2個用　小
　　　　　　　　225×150×120mm（内寸）

ケース入数　50

■アラカルト2個用　大
　　　　　　　　265×1655×120mm（内寸）

ケース入数　40

■アラカルト1個用　
　　　　　　　　165×145×120mm（内寸）

ケース入数　60

■アラカルト2個用　小
　　　　　　　　225×150×120mm（内寸）

ケース入数　50

■アラカルト2個用　大
　　　　　　　　265×165×120mm（内寸）

ケース入数　40
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■マイピーチ　小　　　
　　　　　　　　280×175×105mm（内寸）

ケース入数　50

■マイピーチ　小　　　
　　　　　　　　280×175×105mm（内寸）

ケース入数　50

■マイピーチ　大　　　
　　　　　　　　330×225×110mm（内寸）

ケース入数　30

■マイピーチ　大　　　
　　　　　　　　330×225×110mm（内寸）

ケース入数　30

桃用ボックス

■スィートピーチ　　
　　　　　　　335×225×97mm（内寸）

ケース入数　50

■ＡＰ桃太郎６個　L367
　　　　　　　280×175×105mm（内寸）

ケース入数　50

■ＡＰ桃太郎小　L290
　　　　　　　310×200×105mm（内寸）

ケース入数　50

■ＡＰ桃太郎中　L291
　　　　　　　335×230×110mm（内寸）

ケース入数　50

■ＡＰ桃太郎大　L292
　　　　　　　410×260×110mm（内寸）

ケース入数　40
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梨用ボックス

■梨　2.5ｋｇ　　　
　　　　　　　　375×258×107mm（内寸）

ケース入数　50

■梨　2.5ｋｇ　　　
　　　　　　　　375×258×107mm（内寸）

ケース入数　50
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■梨　５ｋｇ　　　
　　　　　　　　485×322×107mm（内寸）

ケース入数　30

■梨　５ｋｇ　　　
　　　　　　　　485×322×107mm（内寸）

ケース入数　30

■ラ・フランス　3ｋｇ
　　　　　　　　375×258×107mm（内寸）

ケース入数　50

　　■ラ・フランス　５ｋｇ
　　　　　　　　485×322×107mm（内寸）

ケース入数　30

葡萄用ボックス

■もぎたて葡萄　小　
　　　　　　　　230×185×125mm（内寸）

ケース入数　50

■もぎたて葡萄　大　
　　　　　　　270×220×155mm（内寸）

ケース入数　40



りんご用ボックス

■Ａりんご　　　
　　　　　　　　435×345×100mm（内寸）

ケース入数　30
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■こだわりりんご　
　　　　　　　　435×345×100mm（内寸）

ケース入数　30

■林檎日記　　
　　　　　　　　435×345×100mm（内寸）

ケース入数　30

■アップルスター　
　　　　　　　　435×345×100mm（内寸）

ケース入数　30

■ヘルシーアップル
　　　　　　　　370×260×110mm（内寸）

ケース入数　30

５㎏ ５㎏

５㎏

５㎏

３㎏
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みかん用ボックス

■ハウスみかん青2.5ｋｇ
　　　　　　　　390×265×50mm（内寸）

ケース入数　60

■ハウスみかん青1.5ｋｇ
　　　　　　　　285×210×50mm（内寸）

ケース入数　60

■ハウスみかん緑1.2ｋｇ
　　　　　　　　265×190×50mm（内寸）

ケース入数　60

■ハウスみかん緑2.5ｋｇ
　　　　　　　　265×190×95mm（内寸）

ケース入数　60

■特選みかん3ｋｇ　
　　　　　　　　310×205×125mm（内寸）

ケース入数　80

■特選みかん5ｋｇ　
　　　　　　　　365×260×136mm（内寸）

ケース入数　60

■特選みかん7.5ｋｇ
　　　　　　　　365×260×150mm（内寸）

ケース入数　50

■特選みかん10ｋｇ
　　　　　　　　365×300×200mm（内寸）

ケース入数　30

■本場みかん3ｋｇ　
　　　　　　　　310×200×110mm（内寸）

ケース入数　50

■本場みかん5ｋｇ　
　　　　　　　　365×250×125mm（内寸）

ケース入数　40

■こだわりみかん5ｋｇ　
　　　　　　　　325×220×140mm（内寸）

ケース入数　30



果実の詩・FRESH FRUITS・無地

1918

写真上から
G-12
果実の詩　大
D-6
M9C
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紙トレー

■CT-14　　　
　　205×110×50mm（上面）ケース入数　800

白 黒 ピンク グリーン

■N-7　　　　
　　180×180×50mm（上面）ケース入数　400

■SH-3　　　　
　　180×180×37mm（上面）ケース入数　400

白 黒

白 黒

ピンク グリーン むらさき

■CT-11　　　
　　180×90×47mm（上面）　ケース入数　400

白 黒 ピンク むらさき

■CT-13　　　
　　195×110×50mm（上面）ケース入数　300

白 黒 ピンク グリーン むらさき

■N2　　　
175×105×46mm（上面）　ケース入数600

白 黒

■N4　　　
185×185×48mm（上面）　ケース入数300

白 黒

■SH1　　　
210×100×38mm（上面）　ケース入数400

白 黒
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紙トレー

白

黒 ピンク むらさき

■花まるペーパーバスケSS　　　
135×118×50（100）mm（上面）　

ケース入数600

■花まるペーパーバスケS　　　
192×110×50（100）mm（上面）　

ケース入数400

黒 グリーン

■花まるペーパーバスケM　　　
210×120×60（120）mm（上面）　

ケース入数200

■L461　　　
165×165×50（100）mm（上面）　

ケース入数400

■L462　　　
175×175×50（100）mm（上面）　

ケース入数400

■L463　　　
190×190×50（100）mm（上面）　

ケース入数400

■CT5　　　
132×110×38mm（上面）　

ケース入数800

■CT-B1　　　
170×115×20mm（上面）　

ケース入数100

■CT-B2　　　
190×125×20mm（上面）　

ケース入数100

■桃5　　　
270×200×45mm（上面）　

ケース入数300

■L454　　　
305×120×5mm（上面）　

ケース入数200

■L455　　　
305×200×75mm（上面）　

ケース入数200

■N12　　　
240×167×56mm（上面）　

ケース入数300



T O U K A  O R I G I N A L  BA G
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■不織布　non-woven fabric

■紙　pepar

■ポリエチレン　polyethylene

※掲載されている商品は弊社オリジナル商品となります。その他メーカー取扱商品も多数ございます。

　詳しくは弊社営業所または、担当までお問い合わせください。

■TOP-FS

　235×165×180mm

■TOP-FM

　285×200×210mm

■TOP-FML

　335×235×300mm

■TOP-FRL

　375×270×360mm

■TOP-FL

　430×290×245mm

■TOP-M

　285×200×210mm

■TOP-L

　430×290×245mm

■TOP-RL

　375×270×360mm

■リボンバッグ小

　350×370×120mm

■リボンバッグ中

　320×300×150mm

■リボンバッグ中Ｂ

　350×310×230mm

■リボンバッグ大

　400×300×270mm
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本カタログの製品仕様は予告なく変更する場合があります。

また、製品色は印刷のため、実物と多少異なる場合がありますのでご了承下さい。

色及び実寸方等の御確認は、上記事業所までご相談下さい。

株式会社 東果

■東果グループ事業所一覧
株式会社　東果

　本　　　社　　TEL(03)5492-2881 FAX(03)5492-2884

　出荷センター　TEL(03)5492-2885 FAX(03)5492-2846

　千葉倉庫　　　TEL(0479)86-5177 FAX(0479)86-5177

　仙台営業所　　TEL(022)387-6304 FAX(022)387-6305

　上海事務所　　TEL(21)5077-1817 FAX(21)5077-1817

築地市場

　みどりや　　　TEL(03)3547-6794 FAX(03)3541-7219

〒143-0001　東京都大田区東海3-2-7　大田市場関連棟　B-13/B-14

〒143-0001　東京都大田区東海3-6-5　サントウカイビル

〒289-1532　千葉県山武市松尾町武野里1914

〒983-0002　宮城県仙台市宮城野区蒲生1-3-14

　          上海市浦東新区南碼頭路1186弄31号

〒104-0045　東京都中央区築地5-2-1　築地市場内


