
 [100]              [101]                   [102]              [103]  [104]            

キャップシール
蔵元封緘 1.8ℓ ⽤

キャップシール
蔵元封緘 720 ⽤

キャップシール
蔵元封緘 40cut クリーム

キャップシール
蔵元封緘 40cut ⽩

キャップシール
蔵元封緘 コルク栓⽤

⼊ 数 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
サイズ 58 ＊ 70 52 ＊ 58 50 ＊ 40 50 ＊ 40 50 ＊ 40
材 質 OPS OPS OPS OPS OPS
在 庫 常時 常時 常時 常時 常時
備 考 天無し 天無し 天無し 天無し 天無し
コード 3409528107001  SW 3409528103001   SW 3409104105001   FT FT3409104105003   FT 3409104108004   FT

 [105]              [106]                   [107]              [108]  [109]            

キャップシール
⾦冠⽤ 透明35cut

キャップシール
⾦冠⽤ 透明 40cut

キャップシール
ネジ⽤ 透明35cut 成型

キャップシール
ネジ⽤ 透明 45cut 成型

キャップシール
ネジ⽤ ⿊ 35cut

⼊ 数 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
サイズ 58 ＊ 35 58 ＊ 45 52 ＊ 35 52 ＊ 45 52 ＊ 35
材 質 OPS OPS PVC PVC PVC
在 庫 常備 常備 常備 常備 常備
備 考 天無し 天無し 天無し 天無し 天無し
コード 3409119106001  SD 3409119106002  SD 3409118106003  TT 3409118106004  TT 3409118106001 TT

＊1.8ℓ壜⽤ ＊ネジキャップ用＊コルク用に天面段つき

＊縦ミシン

＊縦ミシン
＊720㎖壜⽤ ＊コルク⽤に天⾯段つき＊ドレスびん、アート300

などに！
＊ドレスびん、アート300
などに！

キャップシールのご案内（清酒・焼酎・泡盛・ビール用）

＊縦ミシン ＊縦ミシン＊縦ミシン ＊縦ミシン ＊縦ミシン

[110] [111]  [112]              [113]                   [114]              

キャップシール
 無地 透明 52 ＊ 28 

キャップシール
  王冠⽤ ⽩

キャップシール
  ⽩ 35cut

キャップシール
 透明 ポケット 375

キャップシール
⿇葉柄 JST・VL ⽤

⼊ 数 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000
サイズ 52 ＊ 28 48 ＊ 25 52 ＊ 35 48 ＊ 44 57 ＊ 70
材 質 OPS OPS OPS OPS OPS
在 庫 特注品 常備 常備 常備 常備
備 考 天無し 天無し 天無し 天無し 天付き・上部側⾯透明
コード 3401102105012 SD 3429108108001 KT 3409108105041 KT 3409119102001 SD 3408100119001 SD

＊ホテルの冷蔵庫のびん
ビールの封緘にも！

＊縦ミシン ＊縦ミシン ＊縦ミシン

＊縦ミシン ＊縦ミシン ＊縦ミシン ＊縦ミシン ＊縦ミシン

＊縦ミシン ＊縦ミシン

＊ JST・VL専⽤
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[115]  [116]             [117]  [118]  [130]  

キャップシール
不織布 1.8ℓ 壜⽤

キャップシール
不織布 PP ⽤

キャップシール
雲流 1.8ℓ 壜⽤

キャップシール
雲流  PP ⽤

 蒸着アルミシール 
⾚⾦ 1.8ℓ 壜⽤

⼊ 数 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
サイズ 58 ＊ 70 54 ＊ 70 57 ＊ 71 54 ＊ 60 1.8ℓ 壜⽤ ※1
材 質 PVC PVC OPS OPS アルミ＋ PET ※2
在 庫 常備 常備 常備 常備 常備
備 考 天無し 天無し 天無し 天無し 天無し

＊縦ミシン

＊縦ミシン

＊PP⽤＊ PP⽤

＊縦ミシン

＊1.8ℓ壜⽤

＊縦ミシン ＊縦ミシン

＊1.8ℓ壜⽤

 [131]              [132]                   [133]              [134] [135]  

 蒸着アルミシール 
⾚⾦ PP ⽤

蒸着アルミシール 
⻘⾦ 1.8ℓ 壜⽤

蒸着アルミシール 
⻘⾦ PP ⽤

蒸着アルミシール
銀 1.8ℓ 壜⽤

蒸着アルミシール
銀 PP ⽤ 

⼊ 数 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
サイズ PP ⽤ ※1 1.8ℓ 壜⽤ ※1 PP ⽤ ※1 1.8ℓ 壜⽤ ※1 PP ⽤ ※1
材 質 アルミ＋ PET ※2 アルミ＋ PET ※2 アルミ＋ PET ※2 アルミ＋ PET ※2 アルミ＋ PET ※2
在 庫 常備 常備 常備 常備 常備
備 考 天無し 天無し 天無し 天無し 天無し

＊縦ミシン

＊縦ミシン ＊縦ミシン ＊縦ミシン ＊縦ミシン ＊縦ミシン＊縦ミシン

キャップシールのご案内（清酒・焼酎・泡盛・ビール用）

本件に関する照会先：きた産業株式会社
東日本担当：東京営業部　tel. 03-3851-5191 fax. 03-3864-9137
西日本担当：大阪営業部　tel. 06-6731-0251 fax. 06-6712-6023

＊1.8ℓ壜⽤＊ 1.8ℓ壜⽤

■キャップシール 蒸着アルミシールのカラーバリエーション

※1：メーカーによってサイズが異なります。
※2：メーカーによって材質が異なる場合があります。

＊1.8ℓ壜⽤

＊ PP⽤ ＊ PP⽤ ＊ PP⽤

 [136]              [137] 

キャップシール
シャンパン⽤ 

ダイヤ 銀

キャップシール
シャンパン⽤

 蒸着アルミ ⻘⾦
⼊ 数 1,000 1,260
サイズ 80 ＊ 119 80 ＊ 119
材 質 PET + アルミ PET + アルミ
在 庫 受注⽣産/ Min.Lot:8,000 受注⽣産/ Min.Lot:8,000
備 考 ● 天付き

● " ダイヤ⾦ " もあります。
● 天付き
● "蒸着アルミ銀"もあります。

コード 3418100113101 3418100113102
＜ご注意＞
●デジタルプリントのため⾊調が実際とは異なる場合があります。 
●デザイン、仕様、在庫⽅法等は予告なく変更することがあります。


