
ミエナイ白CoC 80 〒枠入
ミエナイ白CoC 80 〒枠ナシ
ミエナイ白CoC 100 〒枠入
ミエナイ白CoC 100 〒枠ナシ
ミエナイ白CoC 80 スラット 〒枠入
ミエナイ白CoC 80 スラット 枠ナシ
ミエナイクリーム 80 〒枠入 ※1
ミエナイピンクCoC 80 〒枠入
ミエナイグリーンCoC 80 〒枠入
ミエナイグレイCoC 80 〒枠入
ミエナイブルー 80 〒枠入※1
ミエナイアクア 80 〒枠入 ※1
ミエナイクリームCoC 80 〒枠ナシ
ミエナイピンクCoC 80 〒枠ナシ
ミエナイグリーンCoC 80 〒枠ナシ
ミエナイグレイCoC 80 〒枠ナシ
ミエナイブルーCoC 80 〒枠ナシ
ミエナイアクアCoC 80 〒枠ナシ
ミエナイクリーム 80 スラット 〒枠入 ※1
ミエナイピンクCoC 80 スラット 〒枠入
ミエナイグリーンCoC 80 スラット 〒枠入
ミエナイグレイ 80 スラット 〒枠入 ※1
ミエナイブルーCoC 80 スラット 〒枠入
ミエナイアクアCoC 80 スラット 〒枠入

長3 スミ貼 ミエナイバガス白CoC 80 〒枠ナシ
長3 スミ貼 ミエナイバガス白CoC 100 〒枠ナシ
角2 スミ貼 ミエナイバガス白CoC 100 〒枠ナシ
角6 スミ貼 ミエナイバガス白CoC 80 〒枠ナシ
洋長3 カマス貼 ミエナイバガス白CoC 100 〒枠ナシ

120×235+フラップ26
240×332+フラップ39
162×229＋フラップ30
235×120+フラップ35

513133
513134
513131
513132
563579
563580
513141
513142
513143
513144
513145
513146
513151
513152
513153
513154
513155
513156
563581
563582
563583
563584
563585
563586

513816
513817
534506
547056
404911

564490
56449１

513805

564467
564465
564492
564493
564494
564495
56449６
56449７
564468
564469
564470
56447１
56447２
56447３

ミエナイ白CoC 80 A850 
ミエナイ白CoC 100 A840
【レーザープリンター対応】ミエナイ白CoC 80
 LP-HL A1300 耐熱プラスチックフィルム窓 ※2
ミエナイ白CoC 80 スラット A850
ミエナイ白CoC 100 スラット A840
ミエナイクリーム 80 A851 ※3
ミエナイピンク 80 A852 ※3
ミエナイグリーン 80 A853 ※3
ミエナイグレイCoC 80 A854
ミエナイブルーCoC 80 A855
ミエナイアクアCoC 80 A856
ミエナイクリーム 80 スラット A851 ※3
ミエナイピンクCoC 80 スラット A852
ミエナイグリーン 80 スラット A853 ※3
ミエナイグレイCoC 80 スラット A854
ミエナイブルーCoC 80 スラット A855
ミエナイアクア 80 スラット A856 ※3

長3窓 〒枠ナシ 120×235+フラップ26㎜/窓45×90㎜ 　

534091
563679
534081
534082
534083
534084
534085
534086

ミエナイ白CoC 100
ミエナイ白CoC 100 スラット
ミエナイクリームCoC 100
ミエナイピンクCoC 100
ミエナイグリーンCoC 100
ミエナイグレイ 100 ※4
ミエナイブルーCoC 100
ミエナイアクア 100 ※4

角2 スミ貼 〒枠ナシ 240×332+フラップ39㎜ 　

404224
404291
404225
404226
404227
404228
404229
404230
404702

ミエナイ白CoC 100
FF ミエナイ白CoC 100
ミエナイクリームCoC 100
ミエナイピンク 100 ※5
ミエナイグリーン 100 ※5
ミエナイグレイ 100 ※5
ミエナイブルーCoC 100
ミエナイアクア 100 ※5
ミエナイ白CoC 100 開封UP グット

洋長3 カマス貼 〒枠ナシ  235×120+フラップ35㎜ 　

404319 ミエナイ白CoC 100 A840

洋長3窓 カマス貼 〒枠ナシ  235×120+フラップ35㎜ /窓90×45㎜

長3 スミ貼  120×235+フラップ26㎜ 

製品コード 製 品 名

ヨミニクイCoC 地紋入

ヨミニクイ ECクリームCoC 80
ヨミニクイ ECピンクCoC 80
ヨミニクイ ECグリーンCoC 80
ヨミニクイ ECグレイCoC 80
ヨミニクイ ECブルーCoC 80
ヨミニクイ ECアクアCoC 80

513818
513819
513820
513821
513822
513823

長3 スミ貼 〒枠入 120×235+フラップ26㎜ 

製品コード 製 品 名
ヨミニクイ ECクリームCoC 80 A721
ヨミニクイ ECピンクCoC 80 A722
ヨミニクイ ECグリーンCoC 80 A723
ヨミニクイ ECグレイCoC 80 A724
ヨミニクイ ECブルーCoC 80 A725
ヨミニクイ ECアクアCoC 80 A751    

564530
564531
564532
564533
564534
564535

長3窓 中貼 〒枠ナシ 120×235+フラップ26㎜ /窓45×90㎜ 
製品コード 製 品 名

ヨミニクイ ECクリームCoC 100
ヨミニクイ ECピンクCoC 100
ヨミニクイ ECグリーンCoC 100
ヨミニクイ ECグレイCoC 100
ヨミニクイ ECブルーCoC 100
ヨミニクイ ECアクアCoC 100

404912
404913
404914
404915
404916
404917

製品コード 製 品 名
ヨミニクイ ECクリームCoC 100
ヨミニクイ ECピンクCoC 100
ヨミニクイ ECグリーンCoC 100
ヨミニクイ ECグレイCoC 100
ヨミニクイ ECブルーCoC 100
ヨミニクイ ECアクアCoC 100

534507
534508
534509
534510
534511
534512

角2 スミ貼 〒枠ナシ 240×332+フラップ39㎜ 

角20窓 スミ貼 〒枠ナシ 229×324＋フラップ39㎜ /窓100×50㎜ 

本ケントCoC・サイセイケント（青地紋）

◎耐熱プラスチックフィルム窓の耐熱温度は250度です。

◎耐熱プラスチックフィルム窓の耐熱温度は250度です。

※2 こちらのみスミ貼、その他は中貼となります。
※3 現在庫がなくなり次第、FSC認証製品に変更いたします。

◎耐熱プラスチックフィルム窓の耐熱温度は250度です。

※6 現在庫がなくなり次第、「ホワイトR40CoC」に変更いたします。

※１ 現在庫がなくなり次第、FSC認証製品に変更いたします。

※4 現在庫がなくなり次第、FSC認証製品に変更いたします。

※5 現在庫がなくなり次第、FSC認証製品に変更いたします。

※7 現在庫がなくなり次第、「ホワイトR40CoC」に変更いたします。

洋長3 カマス貼 〒枠ナシ 235×120+フラップ35㎜ 

長3 スミ貼 竹ホワイトCoC 80 地紋入 〒枠入
長3 スミ貼 竹ホワイトCoC 80 地紋入 〒枠ナシ
長3窓 中貼 竹ホワイトCoC 80 地紋入 〒枠ナシ A950
【レーザープリンター対応】長3窓 スミ貼 竹ホワイトCoC80 地紋入 
〒枠ナシ LP-HL A1200　耐熱プラスチックフィルム窓
角2 スミ貼 竹ホワイトCoC 100 地紋入 〒枠ナシ

120×235+フラップ26

120×235+フラップ26
窓45×90

240×332+フラップ39

513098
513099
564008

513804
534097

長３ 中貼 本ケントCoC 80 地紋入（青）　〒枠ナシ
長３窓 中貼 本ケントCoC 80 地紋入（青） 〒枠ナシ A420 グラシン窓
長３窓 中貼 本ケントCoC 80 地紋入（青） スラット 〒枠ナシ A460
長３窓 中貼 本ケントCoC 80 地紋入（青） スラット 〒枠ナシ A420 グラシン窓
角２ スミ貼 本ケントCoC 100 地紋入（青） 〒枠ナシ
洋長３カマス貼 本ケントCoC 80 地紋入（青） 〒枠ナシ
洋長３窓 カマス貼  サイセイケント100 地紋入（青） 〒枠ナシ A343 グラシン窓
洋長３窓 カマス貼 FF サイセイケント100 地紋入（青） 〒枠ナシ A341 グラシン窓

120×235+フラップ26

120×235+フラップ26
窓45×90

240×332+フラップ39
235×120+フラップ35
235×120+フラップ35 
窓90×45

509006
564009
564454
564466
534017
404208
404333
404335

BSケントCoC（鼠地紋）

洋長6 カマス貼 FF BSケントCoC 80 地紋入（鼠） グット 〒枠ナシ
洋長6 カマス貼 FF BSケントCoC 80 地紋入（鼠） 〒枠ナシ 220×110＋フラップ30405502

405504

ホワイトR40CoC（茶地紋）

長4窓 中貼  ホワイトCoC 70 地紋入（茶） 〒枠ナシ A8522 ※7
長3窓 中貼 ホワイトR40CoC 70 地紋入（茶） 〒枠ナシ A8522 

90×205＋フラップ18 窓45×90 
120×235+フラップ26 窓45×90

564083
564164

ホワイトR40CoC・Nホワイト（青地紋）

長4窓 中貼 ホワイトCoC 70 地紋入（青） 〒枠ナシ A8510 ※6
長4窓 中貼 ホワイトCoC 70 地紋入（青） 〒枠ナシ A8520 ※6
長3窓 中貼 ホワイトR40CoC 70 地紋入（青） 〒枠ナシ A8520
長3窓 中貼 ホワイトR40CoC 70 地紋入（青） スラット 〒枠ナシ A8520
角8窓 中貼 Nホワイト 70 地紋入（青） 〒枠ナシ A8510 

90×205＋フラップ18 窓45×80
90×205＋フラップ18 窓45×90 
120×235+フラップ26 窓45×90

119×197＋フラップ26 窓45×80

564081
564082
564163
564474
564112

製品コード 製 品 名
ヨミニクイ白CoC 100 C970 
【レーザープリンター対応】ヨミニクイ白CoC 100 LP-HL C1600 耐熱プラスチックフィルム窓

562658
562663

長3 スミ貼 撥水ケントCoC 80 地紋入 〒枠入
角2 スミ貼 撥水ケントCoC 100 地紋入 〒枠ナシ
洋長3 カマス貼 撥水ケントCoC 100 地紋入 〒枠ナシ

120×235+フラップ26
240×332+フラップ39
235×120+フラップ35

513813
534505
404910

2203-SJ

透けない封筒 ラインナップ

製品コード 製 品 名

ミエナイ（白・カラー）

製品コード 製 品 名

製品コード 製 品 名

製品コード 製 品 名

製品コード 製 品 名

●外箱入数：長4・長3・洋長6・洋長3・角6・角8…1,000枚／角2…500枚
●名称に「CoC」と付く製品は、FSC®認証製品です。

ミエナイバガスCoC
製品コード 製 品 名 サイズ(㎜)

竹ホワイトCoC 地紋入
製品コード 製 品 名 サイズ(㎜)

ケント・ホワイト 地紋入

製品コード 製 品 名 サイズ(㎜)

製品コード 製 品 名 サイズ(㎜)

製品コード 製 品 名 サイズ(㎜)

製品コード 製 品 名 サイズ(㎜)

撥水ケントCoC 地紋入
製品コード 製 品 名 サイズ(㎜)

請求書用に 資料用に 社用封筒に

ミエナイ（白・カラー）

ミエナイバガスCoC

竹ホワイトCoC 地紋入

撥水ケントCoC 地紋入

ヨミニクイCoC 地紋入

ケント・ホワイト 地紋入

一番人気のシリーズは？

他とは違うエシカル製品は？

エシカル製品でコストも抑えたい

脱プラスチック対策もしたい

数字情報の保護に最適な封筒は？

サイズ展開の多い製品はどれ？

幅広いニー
ズに

対応した

ラインナッ
プ！

透けない封筒
シリーズ

山櫻の

（FSC C002340）

（FSC C002340）

（FSC C002340）

（FSC C002340）

（FSC C002340）



カラー
白 クリーム ピンク グリーン グレイ ブルー アクア洋長3 洋長3窓角2長3 長3窓

サイズ

ミエナイ（白・カラー）

特徴から選ぶ「山櫻の透けない封筒シリーズ」

サイズ
全5種

カラー
全７色

角2長3 長3窓
サイズ カラー

白

長3 洋長3角2
カラー

白
サイズ

長3長4窓 洋長3洋長6 洋長3窓角2 角8窓長3窓
カラー

白
サイズ

本ケントCoC・サイセイケント BSケントCoC ホワイトR40CoC・Nホワイト ホワイトR40CoC

カラー
白 クリーム ピンク グリーン グレイ ブルー アクア洋長3角2長3 長3窓 角20窓

サイズ

サイズ
全5種

カラー
全７色

※製品には印刷されていません。

森林認証パルプと、
国産竹を原料に
使用した封筒です。

竹マークが
印刷できます

豊富なサイズとカラー 中面に特殊加工

表面に撥水加工を施して
いるため、内容物を雨な
どから守ります。
PP封筒からの切替とし
て採用いただく事例が増
えており、今注目を集め
ています。

一
番
人
気
の
シ
リ
ー
ズ
は
？

森林認証パルプと、バガスを原料に使用し
た封筒です。バガスとは、サトウキビから砂
糖やバイオマスエタノールを生産した後に
排出される、茎や葉などの絞りカスです。年
間12億トン生産されるサトウキビから、約1
億トンのバガスが発生します。廃棄されてし
まうバガスを紙の原材料として使用している
ため、廃棄物の有効活用につながります。

洋長3角2長3 角6
カラー

白
サイズ

※製品には印刷されていません。

バガスマークが
印刷できます

ミエナイバガスCoC
バガスを使用した環境配慮封筒 中面に特殊加工他

と
は
違
う
エ
シ
カ
ル
製
品
は
？

森林認証パルプと、国産竹を原料に使用
した封筒です。強い繁殖力を持つ竹は周
囲の里山や森林を侵食し、地すべりなど
の災害を引き起こすとされています。そ
のため、放置竹林の拡大は全国的な問
題となっており、竹パルプの有効活用が
期待されています。

竹ホワイトCoC 地紋入
国産竹を使用した環境配慮封筒 中面にアミ地紋を印刷

エ
シ
カ
ル
製
品
で
コ
ス
ト
も
抑
え
た
い

撥水ケントCoC 地紋入
撥水機能で内容物を守る 中面にアミ地紋を印刷脱

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
対
策
も
し
た
い

弊社独自に開発した、数字
が読みにくい裏地紋を採
用しており、個人情報・機
密情報などの大切な情報
を保護します。
※内容物が読めないことを保
証するものではありません。

ヨミニクイCoC 地紋入
豊富なサイズとカラー

数
字
情
報
の
保
護
に
最
適
な
封
筒
は
？

ケント・ホワイト 地紋入
青地紋・茶地紋などが印刷された封筒も各種ご用意しています

サ
イ
ズ
展
開
の
多
い
製
品
は
ど
れ
？

地紋がなくても中身が透けにくくなっています。

地紋がなくても中身が透けにくくなっています。

数字が判別しにくい地紋入 業界初


