
ストロー特集
地球に優しい

200本入だから
色柄の 
ラインナップを 
揃えやすい！！

500本入は 
スペースをとり 

ラインナップが
少なくなる…

500本入だと、在庫を持つお客様にとってはサイズが大きく、
商品棚の陳列にも限りがありました。

200本入にすることで、コンパクトさを実現。商品棚や厨房内
にストックしやすく、一般の方のイベントでも活躍できます。

コンパクト

200本入でこんなにコンパクト！特集１
一度にたくさん購入したいお客様に便利な、従来の500本入ストロー。しかし、複数の色柄を選ぶには
本数が多く、購入しづらい商品でした。そこで、新たに200本入の商品ラインナップが登場！今までより
も便利に取り扱うことができ、選択肢も広がります。

200本入ストローのラインナップはこちら
袋入りタイプの曲がるストローです。定番カラーをご用意しました。

定番の赤や黒に加えて、グリーンやイエロー・ブルーなど、 カラーバリエーションが豊富な
曲がるストローです。

●材質…PP ●規格内容…直径×長さ

●材質…PP ●規格内容…直径×長さ

注文番号 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考

注文番号 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考

曲がるストロー 完封

曲がるストロー 裸

Y014375 50袋 1袋（200本入）MSK-001 レッド
φ6×210mm

Y014378 50袋 1袋（200本入）MSK-004 透明
φ6×210mm

Y014377 50袋 1袋（200本入）MSK-003 グリーン
φ6×210mm

Y014376 50袋 1袋（200本入）MSK-002 ブラック
φ6×210mm

Y014379 50袋 1袋（200本入）MSI-001 レッド
φ6×210mm

Y014385 50袋 1袋（200本入）MSI-007 Nホワイト
φ6×210mm

Y014384 50袋 1袋（200本入）MSI-006 イエロー
φ6×210mm

Y014383 50袋 1袋（200本入）MSI-005 グリーン
φ6×210mm

Y014382 50袋 1袋（200本入）MSI-004 ブルー
φ6×210mm

Y014381 50袋 1袋（200本入）MSI-003 ブラック
φ6×210mm

Y014380 50袋 1袋（200本入）MSI-002 クリア
φ6×210mm

タイプ
標準口

曲がる
タイプ

フレックス

タイプ
標準口

曲がる
タイプ

フレックス

ストロー（フレックス）

ストロー（フレックス）

フィルム包装

包装なし

NEWNEW

NEWNEW

MSK-001 
レッド

MSI-001 
レッド

MSI-007 
Nホワイト

MSI-006 
イエロー

MSI-005 
グリーン

MSI-004 
ブルー

MSI-003 
ブラック

MSI-002 
クリア

MSK-004 
透明

MSK-003 
グリーン

MSK-002 
ブラック

限られたスペースでも売り場が充実！
透明の袋に入っているから中身が見やすい！

売り場改革してみました！
ストローが並ぶ商品棚で、500本入の商品を200本入に入れ替え。 
売り場がどう変化するのか、実際に陳列して検証してみました。

実証

１箱のサイズが大きいため、陳列できる箱の数や色柄
に限りがありました。

200本入にすることで、複数の色柄を並べることが可
能に。透明袋だから中身が確認しやすくなりました。

まとめ



ストロー特集
地球に優しい

200本入だから
色柄の 
ラインナップを 
揃えやすい！！

500本入は 
スペースをとり 

ラインナップが
少なくなる…

500本入だと、在庫を持つお客様にとってはサイズが大きく、
商品棚の陳列にも限りがありました。

200本入にすることで、コンパクトさを実現。商品棚や厨房内
にストックしやすく、一般の方のイベントでも活躍できます。

コンパクト

200本入でこんなにコンパクト！特集１
一度にたくさん購入したいお客様に便利な、従来の500本入ストロー。しかし、複数の色柄を選ぶには
本数が多く、購入しづらい商品でした。そこで、新たに200本入の商品ラインナップが登場！今までより
も便利に取り扱うことができ、選択肢も広がります。

200本入ストローのラインナップはこちら
袋入りタイプの曲がるストローです。定番カラーをご用意しました。

定番の赤や黒に加えて、グリーンやイエロー・ブルーなど、 カラーバリエーションが豊富な
曲がるストローです。

●材質…PP ●規格内容…直径×長さ

●材質…PP ●規格内容…直径×長さ

注文番号 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考

注文番号 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考

曲がるストロー 完封

曲がるストロー 裸

Y014375 50袋 1袋（200本入）MSK-001 レッド
φ6×210mm

Y014378 50袋 1袋（200本入）MSK-004 透明
φ6×210mm

Y014377 50袋 1袋（200本入）MSK-003 グリーン
φ6×210mm

Y014376 50袋 1袋（200本入）MSK-002 ブラック
φ6×210mm

Y014379 50袋 1袋（200本入）MSI-001 レッド
φ6×210mm

Y014385 50袋 1袋（200本入）MSI-007 Nホワイト
φ6×210mm

Y014384 50袋 1袋（200本入）MSI-006 イエロー
φ6×210mm

Y014383 50袋 1袋（200本入）MSI-005 グリーン
φ6×210mm

Y014382 50袋 1袋（200本入）MSI-004 ブルー
φ6×210mm

Y014381 50袋 1袋（200本入）MSI-003 ブラック
φ6×210mm

Y014380 50袋 1袋（200本入）MSI-002 クリア
φ6×210mm

タイプ
標準口

曲がる
タイプ

フレックス

タイプ
標準口

曲がる
タイプ

フレックス

ストロー（フレックス）

ストロー（フレックス）

フィルム包装

包装なし

NEWNEW

NEWNEW

MSK-001 
レッド

MSI-001 
レッド

MSI-007 
Nホワイト

MSI-006 
イエロー

MSI-005 
グリーン

MSI-004 
ブルー

MSI-003 
ブラック

MSI-002 
クリア

MSK-004 
透明

MSK-003 
グリーン

MSK-002 
ブラック

限られたスペースでも売り場が充実！
透明の袋に入っているから中身が見やすい！

売り場改革してみました！
ストローが並ぶ商品棚で、500本入の商品を200本入に入れ替え。 
売り場がどう変化するのか、実際に陳列して検証してみました。

実証

１箱のサイズが大きいため、陳列できる箱の数や色柄
に限りがありました。

200本入にすることで、複数の色柄を並べることが可
能に。透明袋だから中身が確認しやすくなりました。

まとめ

https://www.foodomejapan.com/products/list.php?mode=search&name=%28Y014379%7CY014380%7CY014381%7CY014382%7CY014383%7CY0143834%7CY014385%29&x=0&y=0


●規格内容…直径×長さ

スワン ペーパーストロー 単袋 

ストロー（ストレート）

海洋環境保護対策などで注目を集めている
紙ストロー。生物分解が早く自然に優しいのが
特徴です。便利な個包装タイプ。

タイプ
標準口環境配慮

商品
環境配慮
商品

NEWNEW

白 未晒

紙包装

スワン ペーパーストロー 裸

ストロー（ストレート）

海洋環境保護対策などで注目を集めている
紙ストロー。生物分解が早く自然に優しいのが
特徴です。

タイプ
標準口環境配慮

商品
環境配慮
商品

NEWNEW

白 未晒

包装なし

●規格内容…直径×長さ

ペーパーストロー 単袋 １０ｍｍ×２１ｃｍ

ストロー（ストレート）海洋環境保護対策などで注目を集めている紙ストロー。口径が10ｍｍの太口タイプです。

タイプ
太口環境配慮

商品
環境配慮
商品

NEWNEW 紙包装

試験的に導入しやすい！

エコな性質に加え、紙ならではの 
温かみのある質感です。 
カフェなど落ち着いた雰囲気の飲食店に 
おすすめです。

海外では海洋汚染など環境問題に取り組むため、従来のプラスチックストローの廃止・禁止が進んで
います。日本でも大手外食チェーンで紙ストローが採用されることで注目を集め、試験的な導入を検討
する企業が増えています。

紙ストローで企業イメージUP！！特集2

色は白と未晒の２種類。
200本入の規格だから、試験的な導入にも 
ぴったり。紙ストローを検討中のお客様に、 
気軽にお試しいただけます。

紙ならではの質感を楽しめます！

●規格内容…直径×長さ

注文番号 商品名・規格 材質 ケース 最少出荷単位 備考

Y013974 25袋 1袋（200本入） 白
φ6×197mm 晒クラフト紙

Y013976 25袋 1袋（200本入） 未晒
φ6×197mm 未晒

注文番号 商品名・規格 材質 ケース 最少出荷単位 備考

注文番号 商品名・規格 材質 ケース 最少出荷単位 備考

Y013975 25袋 1袋（200本入） 未晒
φ6×197mm 未晒

Y013973 25袋 1袋（200本入） 白
φ6×197mm 晒クラフト紙

Y013977 25袋 1袋（200本入） 白
φ10×210mm 晒クラフト紙

メリット１

紙ストローのラインナップはこちら

SK1910081 2019.11

https://www.losscon.com.suzuka

●カタログに関するお問い合わせは…

今回はコーヒー、スポーツドリンク、炭酸飲料、フルーツオレと
フルーツオレの氷入りを用意。白と未晒の2種類を2時間浸し、
紙ストローの使い心地を調べてみました。

それぞれ左が白、右が未晒のストロー。すべての
ドリンクに2時間浸しましたが、剥離することはあり
ませんでした。

コーヒー

２時間後

※紙ストローのため、浸した部分が約１５分経った頃から柔らかくなりますが、品質に問題はありません。 
※長時間の使用でも剥離しにくくなっておりますが、紙製品のためお早めにご使用ください。 
※品質保持のため、直射日光や高温多湿の場所を避けて保管してください。※お子様のご使用には十分ご注意ください。

新ストローを、ぜひお試しください！
地球に優しいコンパクト

紙ストロー使ってみました！
まだまだ馴染みのない紙ストロー。「紙だから剥離しそう…。」「味に影響
はないの？」「どんな飲み物でも大丈夫？」その疑問に応えるため、実際
に使って検証してみました。

実験

舌に貼り付く感覚はほとんどありません！
紙特有のにおいもないから味に影響なし！
1～２回なら噛んでも剥離しません！まとめ

メリット2

スポーツドリンク

https://www.foodomejapan.com/products/list.php?mode=search&name=%28Y013973%7CY013974%7CY013975%7CY013976%7CY013977%29&x=0&y=0


●規格内容…直径×長さ

スワン ペーパーストロー 単袋 

ストロー（ストレート）

海洋環境保護対策などで注目を集めている
紙ストロー。生物分解が早く自然に優しいのが
特徴です。便利な個包装タイプ。

タイプ
標準口環境配慮

商品
環境配慮
商品

NEWNEW

白 未晒

紙包装

スワン ペーパーストロー 裸

ストロー（ストレート）

海洋環境保護対策などで注目を集めている
紙ストロー。生物分解が早く自然に優しいのが
特徴です。

タイプ
標準口環境配慮

商品
環境配慮
商品

NEWNEW

白 未晒

包装なし

●規格内容…直径×長さ

ペーパーストロー 単袋 １０ｍｍ×２１ｃｍ

ストロー（ストレート）海洋環境保護対策などで注目を集めている紙ストロー。口径が10ｍｍの太口タイプです。

タイプ
太口環境配慮

商品
環境配慮
商品

NEWNEW 紙包装

試験的に導入しやすい！

エコな性質に加え、紙ならではの 
温かみのある質感です。 
カフェなど落ち着いた雰囲気の飲食店に 
おすすめです。

海外では海洋汚染など環境問題に取り組むため、従来のプラスチックストローの廃止・禁止が進んで
います。日本でも大手外食チェーンで紙ストローが採用されることで注目を集め、試験的な導入を検討
する企業が増えています。

紙ストローで企業イメージUP！！特集2

色は白と未晒の２種類。
200本入の規格だから、試験的な導入にも 
ぴったり。紙ストローを検討中のお客様に、 
気軽にお試しいただけます。

紙ならではの質感を楽しめます！

●規格内容…直径×長さ

注文番号 商品名・規格 材質 ケース 最少出荷単位 備考

Y013974 25袋 1袋（200本入） 白
φ6×197mm 晒クラフト紙

Y013976 25袋 1袋（200本入） 未晒
φ6×197mm 未晒

注文番号 商品名・規格 材質 ケース 最少出荷単位 備考

注文番号 商品名・規格 材質 ケース 最少出荷単位 備考

Y013975 25袋 1袋（200本入） 未晒
φ6×197mm 未晒

Y013973 25袋 1袋（200本入） 白
φ6×197mm 晒クラフト紙

Y013977 25袋 1袋（200本入） 白
φ10×210mm 晒クラフト紙

メリット１

紙ストローのラインナップはこちら

SK1910081 2019.11

https://www.losscon.com.suzuka

●カタログに関するお問い合わせは…

今回はコーヒー、スポーツドリンク、炭酸飲料、フルーツオレと
フルーツオレの氷入りを用意。白と未晒の2種類を2時間浸し、
紙ストローの使い心地を調べてみました。

それぞれ左が白、右が未晒のストロー。すべての
ドリンクに2時間浸しましたが、剥離することはあり
ませんでした。

コーヒー

２時間後

※紙ストローのため、浸した部分が約１５分経った頃から柔らかくなりますが、品質に問題はありません。 
※長時間の使用でも剥離しにくくなっておりますが、紙製品のためお早めにご使用ください。 
※品質保持のため、直射日光や高温多湿の場所を避けて保管してください。※お子様のご使用には十分ご注意ください。

新ストローを、ぜひお試しください！
地球に優しいコンパクト

紙ストロー使ってみました！
まだまだ馴染みのない紙ストロー。「紙だから剥離しそう…。」「味に影響
はないの？」「どんな飲み物でも大丈夫？」その疑問に応えるため、実際
に使って検証してみました。

実験

舌に貼り付く感覚はほとんどありません！
紙特有のにおいもないから味に影響なし！
1～２回なら噛んでも剥離しません！まとめ

メリット2

スポーツドリンク




