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重量 W D H

10 10 1,450ｇ 35 38 29

10 10 1,450ｇ 35 38 29

SIZE(㎝)

商 品 企 画 書

商品名 カラー 品番 JAN 入数 発単 下代(税抜) 本体価格

¥2,850
ローテーブル下収納ワゴン

ナチュラル UTW-NA 4949079 001685 ¥2,850

ブラウン UTW-BR 4949079 001692

使わないときはテーブル下に

サッとしまえて取り出せる

ローテーブル下の収納ワゴン。

キャスター付きなので

移動がらくちん♪

木目調の優しい色味が

リビングになじみます。

【SPEC】

材質：本体＝ダンボール

キャスター=ナイロン

プラネジ=ポリエチレン

個装サイズ : W400/ D580/ H65mm

個装重量：約1,500ｇ(PKG込)

個装材質 : ポリプロピレン

10入梱包サイズ：W590/ D670/ H410mm

10入梱包重量：約16kg

原産国 : JAPAN

耐荷重量：約9kg

🏠ナチュラル🏠

🏠ブラウン🏠

くるっと裏側を向けると漫画本や文庫本が
約20冊収納できるブックラックに！

前(引き出し)

後(コミック)

✤ ✤

大きいサイズの引出しにはお菓子やリモコンなど
の小物収納に。
小さいサイズの引出しはティッシュボックス
ぴったりサイズなので、大サイズまでのティッシュを
隠して収納しておけます。

また、棚板には雑誌やノートパソコンを
平積みして収納可能です。

天板は強化してあるので、読みかけの雑誌や
ノートパソコンなど、普段使う物の
ちょっと置きスペースとしてご使用頂けます。

38cm35cm

29cm

ローテーブル下収納ワゴン BANDO  CORPORATION
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W D H

50 50 27 10.5 8

50 50 27 10.5 8

下代(税抜) 本体価格

ブラウン 4949079 001678

商 品 企 画 書
  担当者 : 坂東 高英

商品名 品番 柄 JAN 入数 発単

¥1,550

SIZE (cm)

レターフォルダー同色2個セット
LF-NA2 ナチュラル 4949079 001661 ¥1,550

LF-BR2

【SPEC】
材質 : 本体＝ダンボール、すべり止め＝クロロプレンゴム
個装サイズ : 約W308 /L348 /H15mm
個装材質 : ポリプロピレン
商品重量 : 約113g (※1個)/ 個装重量 : 約248g
梱包サイズ(50入) : 約L626/W385 /H360mm
梱包総重量 : 約13.5kg /  原産国 : JAPAN

「届いたハガキや手紙どうしてる？」

やさしい木目柄のレターフォルダーができました♪

玄関に

ハガキや封筒、チラシなどを

すっきり収納しておけば

必要なときに
サッと取り出せます！

ブラウンナチュラル

レターフォルダー 同色２個セット

左右どちらからでも引き出せるから

使う場所を選ばない便利な構造です。

引き出しの内寸

約5cm

約8cm約16.5cm

大きい方のスペースには

ペンやメガネなどが

収納できます。

小さい方のスペースには鍵や印鑑を

収納するのがおすすめです♪

★収納するモノに合わせた仕切り付きで便利！

約8cm

約27cm

約10.5cm

リビングに

レターフォルダー BANDO  CORPORATION
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重量 W D H

14 14 550ｇ 32 26 16.5

14 14 550ｇ 32 26 16.5

14 14 550ｇ 32 26 16.5

14 14 550ｇ 32 26 16.5

12 12 910ｇ 53.5 31 18

12 12 910ｇ 53.5 31 18

12 12 910ｇ 53.5 31 18

12 12 910ｇ 53.5 31 18

商 品 企 画 書

商品名 カラー 品番 JAN 入数 発単 下代(税抜) 本体価格
SIZE(㎝)

トランク　クラフト収納ケース(小)

ピンク TBS-PK 4949079 001708 ¥2,300

ベージュ TBS-BE 4949079 001715 ¥2,300

ピンク(チェック) TBS-CPK 4949079 001722 ¥2,300

ベージュ(チェック) TBS-CBE 4949079 001739 ¥2,300

トランク　クラフト収納ケース(大)

ピンク TBL-PK 4949079 001746 ¥2,900

ベージュ TBL-BE 4949079 001753 ¥2,900

ピンク(チェック) TBL-CPK 4949079 001760 ¥2,900

ベージュ(チェック) TBL-CBE 4949079 001777 ¥2,900

お部屋に飾るだけで可愛い！見せる収納に最適なトランク型のBOX。
縦に積んでも、横に並べてもよし。ファッション雑貨やノート等、ついつい
散らばるものを、このトランクにつめてみませんか。

トランク クラフト収納ケース
～見せる収納に最適～

✽ピンクチェック(小)✽

535㎜

320㎜ 260㎜

310㎜

【SPEC】

材質：本体＝ダンボール、取っ手＝アクリル、

プラネジ＝ポリエチレン

わり鋲＝スチール、留め具=鉄

個装サイズ :小 約W325/D615/H35㎝

大 約W445/D536/H40㎝

個装材質 : 小＝ポリプロピレン

大＝ポリエチレン

商品重量 : 小 1個＝約550ｇ 大1個=約900g

個装重量：小 約572ｇ 大 約932g

原産国 : JAPAN 

アンティーク調の可愛い

留め具がついてます。

ベッド下にも入るサイズ！

衣類や小物をざっくり収納♪

ベッド下に収納し衣替えに活用

してもよし、そのまま積み重ねて

インテリアにもなる優れもの！

✽ベージュ(小)✽

✽ピンク(大)✽

165㎜

180㎜

✽ベージュチェック(大)✽

トランク　クラフト収納ケース BANDO  CORPORATION
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重量 W D H

10 10 550ｇ 18.5 14.5 57.5

10 10 550ｇ 18.5 14.5 57.5

10 10 550ｇ 18.5 14.5 57.5

¥2,900

ブラウン TBR-BR2 4949079 000947 ¥2,900

トイレ用薄型本棚　同色２個セット

レッド TBR-RD2 4949079 000923 ¥2,900

グリーン TBR-GR2 4949079 000930

商 品 企 画 書

商品名 カラー 品番 JAN 入数 発単 下代(税抜) 参考売価(税抜)
SIZE(㎝)

三角屋根のスペースには、携帯電話や小物が入ります。
読んでる途中の本も、屋根に置けば大丈夫！

トイレ用薄型本棚

同色２個セット

【SPEC】

材質：本体＝ダンボール、面ファスナー=ナイロン

滑り止め=クロロプレンゴム

個装サイズ : 約W330/ D695 / H40mm

個装材質 : ポリプロピレン

商品重量 : 1個＝約550ｇ

個装重量：約1,200ｇ

原産国 : JAPAN

✽レッド✽ ✽ブラウン✽✽グリーン✽

狭い空間だからこそ、スペースを有効に活用したい…！
漫画や文庫本だけでなく、小物を置いてお洒落なインテリアに。
とっても可愛いおうち型の本棚です。

約57.5㎝

約18.5㎝

約14.5㎝

素敵な本、お気に入りの本を
収納し、さらにリラックスできる
環境が作れること間違いなし！

並べて使っても、1つはトイレに、
もう1つはリビングに置いてもよし！

漫画本(単行本)が約16冊入ります。

※ 内寸=約W16㎝×D14㎝×H20㎝

約20㎝

約14㎝

約16㎝

トイレ用薄型本棚　同色2個セット BANDO  CORPORATION
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J. ホワイト J. ブラウン

　　　　
J. レッド J. ブルー

J. ホワイト J. ブラウン

J. レッド J. ブルー

　　

　　

ケース入数 下代 上代

W D H 重量(g) (発単) (税抜) (税抜) W D H 重量(g) W D H

MBA-JWH J.ホワイト 32.3 48.5 25.6 620 12 ¥950 32.5 2.5 76.5 640 34.0 29.0 78.0

MBA-JBR J.ブラウン 32.3 48.5 25.6 620 12 ¥950 32.5 2.5 76.5 640 34.0 29.0 78.0

MBA-JRD J.レッド 32.3 48.5 25.6 620 12 ¥950 32.5 2.5 76.5 640 34.0 29.0 78.0

MBA-JBL J.ブルー 32.3 48.5 25.6 620 12 ¥950 32.5 2.5 76.5 640 34.0 29.0 78.0

MBB-JWH J.ホワイト 29.5 43.0 22.0 487 12 ¥850 29.5 2.5 68.5 507 30.5 29.0 69.5

MBB-JBR J.ブラウン 29.5 43.0 22.0 487 12 ¥850 29.5 2.5 68.5 507 30.5 29.0 69.5

MBB-JRD J.レッド 29.5 43.0 22.0 487 12 ¥850 29.5 2.5 68.5 507 30.5 29.0 69.5

MBB-JBL J.ブルー 29.5 43.0 22.0 487 12 ¥850 29.5 2.5 68.5 507 30.5 29.0 69.5

MINUN BOX A

4949079 000640

4949079 000657

4949079 000671

4949079 000787

MINUN BOX B

4949079 000688

4949079 000695

4949079 000701

4949079 000794

商 品 企 画 書

☆☆☆☆☆☆☆     MINUN BOX (ミヌンボックス) ジャガード柄    ☆☆☆☆☆☆☆

商品名 品番 カラー JANコ－ド
商品サイズ (完成時)/cm 個装サイズ (PP)/cm 外装ケースサイズ/cm

MINUM BOX〔A-type〕
A3用紙サイズの底面積で、

A4のフォルダを立てて収納できるサイズ。

一般家庭では書類収納よりも

衣類収納として使われています。

MINUM BOX〔B-type〕
B4用紙サイズの底面積で、

B5フォルダを立てて収納できるサイズ。

一般家庭では書類収納よりも

衣類収納として使われています。

package
Design

生地のようなあたたかみのあるジャガード柄を使用。
インテリアの一部として良く馴染み、ぬくもりを演出いたします。

← ファブリックをイメージしたパッケージ。
白の片面ダンボールで巻いています。
ファブリックの商品を並べる感じで陳列して
頂けると幸いです。

MINUN BOX ジャガード柄 BANDO CORPORATION
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J. ブルー

Sトレイ内寸(約)：W338/D465/H147mm Mトレイ内寸(約)：W338/D465/H197mm Lトレイ内寸(約)：W338/D465/H267mm

J. ホワイト J. ブラウン J. レッド
Sサイズ : size=W390/D530/H180 mm Mサイズ : size=W390/D530/H230 mm Lサイズ : size=W390/D530/H300 mm

　

Sサイズ 個装サイズ : L610/W575/H30mm Mサイズ 個装サイズ : L610/W580/H40mm Lサイズ 個装サイズ : L610/W515/H45mm

個装

重量

1,130g

1,130g

1,130g

1,130g

1,250g

1,250g

1,250g

1,250g

1,400g

1,400g

1,400g

1,400g

12 ¥1,780

J. ブルー PBL-JBL 4949079 000770 PE 袋入り 12 ¥1,780

¥1,780

J. ブラウン PBL-JBR 4949079 000626 PE 袋入り 12 ¥1,780
プレーンボックス ジャガード柄 L

J. ホワイト PBL-JWH 4949079 000619 PE 袋入り 12

J. レッド PBL-JRD 4949079 000633 PE 袋入り

12 ¥1,580

J. ブルー PBM-JBL 4949079 000763 PE 袋入り 12 ¥1,580

¥1,580

J. ブラウン PBM-JBR 4949079 000596 PE 袋入り 12 ¥1,580
プレーンボックス ジャガード柄 M

J. ホワイト PBM-JWH 4949079 000589 PE 袋入り 12

J. レッド PBM-JRD 4949079 000602 PE 袋入り

12 ¥1,380

J. ブルー PBS-JBL 4949079 000756 PE 袋入り 12 ¥1,380

¥1,380

J. ブラウン PBS-JBR 4949079 000565 PE 袋入り 12 ¥1,380
プレーンボックス ジャガード柄 S

J. ホワイト PBS-JWH 4949079 000558 PE 袋入り 12

J. レッド PBS-JRD 4949079 000572 PE 袋入り

商 品 企 画 書

**********  奥行き53cmの引出しボックスで、クローゼット下のデッドスペースを有効利用！　" PLAIN BOX ジャガード柄 "  **********

商品名 color 品番 JAN 個装形態 ケース入数(発単) 下代(税抜) 参考売価(税抜)

クローゼット下のデッドスペースを整理整頓できる引出しボックス。

紙製ですので通気性にも優れており、外気中の湿気から収納物を守ります。

バッグや衣類などの収納に最適です。

※防虫剤は市販のものをご使用ください。

9cm

4.5cm

断面画像

★内容物を明記するのに

便利なインデックスシール付。

★本体(スリーブ)にはスチール製の

補強枠(ワイヤーフレーム)付。

〔商品SPEC〕

素材：本体/ダンボール、取っ手/アクリル、補強枠/鉄、すべり止めシール/合成ゴム

構造：組立て式 付属品：インデックスシール 原産国：日本

★暖かみのあるジャガード柄。
お部屋のインテリアをやわらかく彩ります。

★取っ手が下よりに付いているので、引き出した

時のトレー前面のタワミは少ないです。

53cm

39cm

S=18cm
M=23cm
L=30cm

PLAIN BOX (ジャガード柄) BANDO CORPORATION
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W D H

WH 20 20 38 26.5 25.5

BR 20 20 38 26.5 25.5

RD 20 20 38 26.5 25.5

BL 20 20 38 26.5 25.5CB STOCK CBY-JBL ジャガード 4949079 000749 ¥780

CB STOCK CBY-JRD ジャガード 4949079 000732 ¥780

CB STOCK CBY-JBR ジャガード 4949079 000725 ¥780

SIZE (外寸)

CB STOCK CBY-JWH ジャガード 4949079 000718 ¥780

商 品 企 画 書

商品名 規格(品番) 柄 色 JAN 入数 発単 下代 税抜上代

★ CB STOCK [ "Jacquard pattern" ] ★
CB ストック ジャガード柄 ～ カラーボックス用インナーケース ～

CB STOCK "Jacquard pattern"

生地のように暖かみのあるジャガード柄が、インテリアに馴染みます。
お部屋のカラーに合わせてコーディネートしてみてはいかがでしょうか？

J. ホワイト

J. ブラウン

J. レッド

J. ブルー

〔SPEC〕

個装サイズ：
W260(HD300)/L380(+ヘッダー30mm)/D(厚み)30mm

個装材質：PP

個装重量：約455g (本体重量＝約410g)

20入外箱サイズ：W410/L540/H400mm

20入外箱重量：約9,950ｇ

外箱材質：ダンボール

原産国：JAPAN

CBストック ジャガード柄 BANDO  CORPORATION
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重量 W D H

30 30 244ｇ 20 11 28

30 30 244ｇ 20 11 28

下代(税抜)発単

ブルー ¥900

入数

商 品 企 画 書

商品名 カラー 品番 JAN
SIZE(㎝)

4949079 000503

参考売価(税抜)

RS-BL
レジ袋ストッカー

イエロー RS-YE 4949079 000497 ¥900

ついついかさばって溜まりがちなレジ袋も、これさえあれば大丈夫！
LサイズとSサイズにわけて収納でき、壁にかけても床に置いても使うことができます。

レジ袋ストッカー
～壁にかけても床に置いても便利！～

① 上のふたを開け、レジ袋を入れます。
大きいものはL、小さいものはSに♪

② 下からぷいっとレジ袋が出てきます。
適当に丸めたものでも簡単に取り出せます。

【SPEC】

材質：本体＝ダンボール、取っ手＝PP、

プラネジ・プラホック＝ポリエチレン

個装サイズ : W226/ D410 / H28mm

個装材質 : ポリプロピレン

商品重量 : 1個＝約244ｇ

個装重量：約260ｇ

原産国 : JAPAN

11㎝

20㎝

28㎝

レジ袋ストッカー BANDO  CORPORATION
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W D H

20 20 13 33.5 50.5

20 20 13 33.5 50.5

商 品 企 画 書
  担当者 : 坂東 高英

商品名 品番 color JAN 入数 発単 下代(税抜) 参考売価(税抜)
SIZE (cm)

トイレットペーパーストッカー TPS-CBE ベージュ(チェック) 4949079 000510 ¥1,500

トイレットペーパーストッカー TPS-CPK ピンク(チェック) 4949079 000527 ¥1,500

★ トイレットペーパーストッカー★

【SPEC】

材質：本体＝ダンボール、

個装サイズ : W470/ L565/ H15mm

個装材質 : ポリエチレン

商品重量 : 約600g

個装重量：約650g

梱包サイズ(20入) : L480/ W315/ H575mm

梱包総重量：約14kg

原産国 : JAPAN

★トイレの壁際に、スリムなペーパーストッカー。

トイレの限られた空間で、無駄なく収納！

12ロールがすっきり収まるスリムなストッカーです。

13cm 33.5cm

50.5cm

★3個×4段で12ロールをすっきり収納！

(※サイズによっては8ロールしか入らないものもあります。)

★フタは開けたままにできる構造！

片手で出し入れ簡単♪★本体には撥水処理をしているので、

多少の水滴も問題ナシ！
●ベージュ

★スリムでクラフト感の出ない

シンプルなデザイン。

トイレットペーパーストッカー BANDO  CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   担当者 : 坂東 高英

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／FAX : 072-806-8785

[ 個装SPEC ]

個装サイズ：

個装重量： [ 梱包SPEC ]

3色セットサイズ： 約タテ27cm×約ヨコ26.5cm×約厚み1cm 梱包サイズ： 約タテ57cm×約ヨコ28cm×約高さ28.5cm

3色セット重量： 約220g 梱包重量： 約12kg

重量 幅 奥行 高さ

150 150 52g 13.5 13.5 15.8

150 150 52g 13.5 13.5 15.8

150 150 52g 13.5 13.5 15.8

50 50 52g 13.5 13.5 15.8

ブラウン

4949079 000299 ¥750

入数 発単

¥300
おうち形ロールペーパーボックス

下代(税抜)

3色セット

ORB-BL

ORB-3P

ブルー

単品スペック(完成時):cm
参考売価(税抜)

¥300

4949079 000220 ¥300

4949079 000237

ORB-BR

商 品 企 画 書

商品名 カラー 品番 JAN

ピンク ORB-PK 4949079 000213

"OUCHIGATA" ROLL PAPER BOX

家のカタチをしたロールペーパーボックス。

ロールペーパーをそのまま使うのは抵抗のある

リビングなどでも、このボックスに入れて使えば、

インテリア小物として気兼ねなく使えます。

※袋ティッシュも半分に折り曲げてセットできます。

★ おうち形ロールペーパーボックス ★
～ ロールペーパーのお部屋使い提案 ～

リビング、キッチン、子供部屋、ベッドルームなど．．．
ボックスティッシュを使わなくてもロールペーパーで間に合うところはたくさんありますよね？ とても経済的ですよ。

★ロールペーパーのセット方法★

ピンク ブルー ブラウン

① 屋根を開けます。

② ロールペーパーを
セットします。

③ 屋根を閉じます。

① 屋根を開け、サイドのフラップを
内側へ折りこみます。

② ティッシュペーパーを
半分に折り、おうちの
中へセットします。

★ティッシュペーパーのセット方法★

③ 最初の1枚を煙突に挟みます。

④ 屋根を閉じます。

おうち形ロールペーパーボックス BANDO  CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／FAX : 072-806-8785

 

  

W D H

10 10 38.5 26 25.5

SIZE (cm)

新聞・雑誌ストッカー 2色セット NPS-BB ベージュ＆ブラウン 4949079 466385

商 品 企 画 書
  担当者 : 坂東 高英

商品名 品番 color JAN 入数 発単 下代(税抜) 参考売価(税込)

★ 新聞・雑誌ストッカー 2色セット ★

【SPEC】

材質：本体＝ダンボール、取っ手＝ABS樹脂、

プラネジ＝ポリエチレン

個装サイズ : W385/ L508 / H50mm

個装材質 : ポリエチレン

商品重量 : 1個＝約500g

個装重量：約1,050g)

梱包サイズ(10入) : L520/W395/H520mm

梱包総重量：約12kg

原産国 : JAPAN

★積み重ねたままでも使えるので、とっても便利！

散乱しがちな新聞や雑誌を中に入れて、お部屋

をすっきり見せれます！落ち着いた色なので、

インテリアとしても合わせやすいですね！

38.5cm26cm

25.5cm

ブラウン

ベージュ

リンゴの木と鳥のかわいいイラスト入り！

新聞雑誌ストッカー 2色セット BANDO  CORPORATION



　メ－カ－名　:　バンドー株式会社 　担当者 : 坂東 高英

　所在地　:　大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-Mail : bando@bandohshiki.co.jp

　TEL　:　072-806-8781 　FAX　:　072-806-8785

MINUN BOX [D-type]

DVDやビデオテープ、CDやコミックなどを収納するのに便利なサイズ。

サイズが揃うのでとてもキレイに整理整頓できます。

MINUN BOX [C-type]

A4変寸サイズの雑誌を収納するのに便利なサイズ。

コミック本を立てて2列に収納することもできます。

　　　　

印字している文字は“フィンランド語”で、
「 minun elämäni, minun tyylini 」
言葉の意味は・・・

「 my life, my style 」

という意味です。

 package

MINUN BOX [B-type] MINUN BOX [A-type]

B4用紙サイズの底面積で、 A3用紙サイズの底面積で、

B5サイズのフォルダを立てて収納できるサイズ。 A4サイズのフォルダを立てて収納できるサイズ。

一般家庭では、書類収納よりも衣類収納として使われています。 一般家庭では、書類収納よりも衣類収納として使われています。

※外装ケースを陳列に使用する場合は、先ず商品を取り出し、

　印刷してある点線に沿って、ナイフなどでカットしてご使用下さい。

　また、手などを傷つけないようご注意ください。

ケース入数 下代 参考売価

W D H 重量(g) (発単) (税抜) (税込) W D H 重量(g) W D H

32.3 48.5 25.6 620 12 ¥850 32.5 2.5 76.5 640 34.0 29.0 78.0

29.5 43.0 22.0 487 12 ¥750 29.5 2.5 68.5 507 30.5 29.0 69.5

25.0 34.5 19.0 279 20 ¥650 25.0 1.5 57.5 294 27.0 30.0 59.0

21.8 34.5 15.5 224 20 ¥600 25.2 1.5 54.0 239 27.0 30.0 59.0

商 品 企 画 書

☆☆☆☆☆☆☆     MINUN BOX (ミヌンボックス)    ☆☆☆☆☆☆☆

4949079 488608

収納目安

MINUN BOX A

外装ケースサイズ/cm個装サイズ (PP)/cm

MINUN BOX B

商品名

4949079 488615

JANコ－ド

A3用紙&A4フォルダ

B4用紙&B5フォルダ

商品サイズ (完成時)/cm

A4変寸雑誌&コミック本

DVD20p,VHS10p,CD40p

MINUN BOX C 4949079 489308

MINUN BOX D 4949079 489315

DVD … 約20枚

VHS … 約10枚

CD … 約40枚

A4変寸の雑誌 … 約18枚

MINUN BOX (4sku) BANDO CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／FAX : 072-806-8785

 

  

 

W D H

20 20 14.5 25.5 33

20 20 14.5 25.5 33

20 20 14.5 25.5 33

商 品 企 画 書
  担当者 : 坂東 高英

商品名 品番 柄 JAN 入数 発単 下代(税抜) 参考売価(税込)
SIZE (cm)

A4サイズのドアボックス

A4D-1F フラワー 4949079 467467 ¥1,890

A4D-2N ナイト 4949079 467474 ¥1,890

A4D-3C チョコ 4949079 467481 ¥1,890

取説や保証書、契約書などの重要書類も安心して整理整頓！

★ A4サイズのドアボックス ★

【SPEC】
材質 : 本体＝ダンボール、プラネジ＝ポリエチレン

取っ手＝ABS樹脂
個装サイズ : 約W360 /L470 /H25mm
個装材質 : ポリプロピレン
商品重量 : 約480g / 個装重量 : 約510g
梱包サイズ(20入) : 約L510 /W370 /H480mm
梱包総重量 : 約12kg /  原産国 : JAPAN

★A4ファイルやA4変寸の雑誌などがきれいに収納できるサイズ。

使いやすい扉タイプのボックスなのでオフィスのデスクでも大活躍！

★扉はマグネット式なので

開け閉めも片手で簡単！

★扉の内側にもかわいいデザイン入り！

★3種類の手書き風デザイン。

集めて並べればオフィスのデスクも

オシャレに♪

flower night choco

14.5cm
25.5cm

33cm

A4サイズのドアボックス BANDO  CORPORATION



ペーパーファイルストッカー6ファイル

  メ－カ－名 : バンドー株式会社

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号

  TEL : 072-806-8781   ／   FAX : 072-806-8785

※BOX FILE size : W2.0 / D31.5 / H22.5 (cm)

 

 

主な素材 : ダンボール , PP(取っ手) 外箱size : L61.5 / D36.5 / H55.5 (cm)

包装の材質 : PP 外箱重量 : 約20kg (20pcs)

完成時の重量 : 約 900g 耐荷重 : 5kg

原産国 : JAPAN

CODE 個装重量

PKG W D H (g) W D H

PFSS-BR-A

PP袋

PFSS-BR-B

個装箱

PAPER FILE STOCKER (6ファイル) 企画書

(取説・保証書収納ボックス)
  担当者 : 坂東 高英

  E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

商品名 COLOR JANコ－ド ケース入数 下代(税抜) 売価(税込)

26.8 6.5 35.5
6ファイル (袋入り)

商品サイズ (完成時)/cm 個装サイズ/cm

PAPER FILE STOCKER
BR 4949079 498706 20

4949079 498713 20 ¥1,800

24.7 920¥1,800 16.0 34.0

40.0
6ファイル (箱入り)

16.0 34.0 24.7 1,000 27.3 7.0
PAPER FILE STOCKER

BR

★引出し内の 6個の

ファイルボックスは、

取り出し可能。

PFS-BR

★積み重ねたままでも使えるので

とても便利です。

隙間収納的な使い方ができます。

★インデックスシール付。

収納内容が一目で分かります。

★ PAPER FILE STOCKER ★

A4サイズのクリアファイルが入るファイルボックスが 6個と、それをストック

しておく引出しがセットになったストッカー。

請求書や領収書などを月毎に分けて整理整頓するのに便利。

また、電化製品や携帯電話などの取扱説明書や保証書などを、

種類ごとに分けて収納しておくのにも便利です。

ファイルボックスを外して、オープン引出しとしても使えます。

用途に合わせていろんな使い方ができる、引き出しタイプのストッカーです。

PFS-BE(ダミー色)
★すべり止めシールが付いているので、

積み重ねても安心です。

BANDO  CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : yano@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／FAX : 072-806-8785

 

  

W D H

30 30 35 11.7 44.7

30 30 35 11.7 44.7
タイツ＆レギンス ストッカー

TLS-PK ピンク (DOT) 4949079 499406

TLS-BL ブルー (DOT)

商 品 企 画 書
  担当者 : 矢野　麻実

商品名 品番

¥1,980

COLOR JAN
SIZE(外寸)/cm

(税抜)
入数 発単

下代

¥1,980

売価

4949079 499413

(税込)

★ タイツ ＆ レギンス ストッカー★
～ クローゼット下収納に最適 ～

コンパクトなのに収納上手！パ

ンスト類はもちろん、普段からよ

く使うアイテムを入れるのにも便

利です！ハンカチやミニタオル

（三つ折り）、ポケットティッシュ

を入れるのにもぴったり！

種類ごとに分けて収納できて、

パッと開けば一目で必要なもの

を取り出せます！

パンストのストックが入るサイズ

タイツ６足分収納

レギンス３足分収納

ピンク

ブルー

【SPEC】

package size : W345 / L445 / H25mm

package material : PP

weight : 675g (PKG込=703g)

carton size : W390/D700/H460mm

material : ダンボール

原産国 : JAPAN

側面に引き手付き！

クローゼット下に並べて

使うと便利です。

35cm

44.7cm

11.7cm

クローゼット下に並べて

きれいに整理整頓！

引出しの中は可愛いドット柄に

なっています！

パンスト・タイツ・レギンス・トレンカなど、少しかさばる
ものまで全部収納できます！薄型で引き手付きな
ので、隙間収納としても使えます！簡単に開閉が
できるので、使いやすさ抜群です！
ライフスタイルに合わせて自由に使ってください！

タイツ＆レギンス ストッカー BANDO  CORPORATION



　メ－カ－名　:　バンドー株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　担当者 : 坂東 高英

　所在地　:　大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-Mail : bando@bandohshiki.co.jp

　TEL　:　072-806-8781 　FAX　:　072-806-8785

[ 商品SPEC ]

素　材 : 本体/ダンボール,　取っ手/アクリル製

構　造 : 組み立て式 ※個装サイズ : L510 / W330 / H45 mm

付属品 : INDEXシール ※個装重量 : 750g

原産国 : 日本 内寸(約) : W240 / D340 / H260 mm

　★インロータイプのフタ式なので、フタと本体がストレートに！

　★取っ手が下よりに付いていて、引き出し易くなっています。

 

　★型崩れしては困るBAGなどを収納するのに便利です。

USB-BE USB-BR
　

　★INDEXシール付き！

商 品 企 画 書

**********  クローゼット上棚を有効利用！　すっきり収納 " UPPER SHELF BOX "  **********

size : W28 / D38 / H30 (cm)

商品名 color 品番 JAN ケース入数 発注単位 下代(税抜) 参考売価(税込)

アッパーシェルフボックス
ベージュ USB-BE 4949079 489285 6 12 ¥1,580

ブラウン USB-BR 4949079 489292 6 12 ¥1,580

クローゼットの上棚を『見た目良く』整理整頓できるボックス。
紙製ですので通気性にも優れており、外気中の湿気から収納物を守ります。

バッグや衣類などの収納に最適です。
※防虫剤は市販のものをご使用ください。

9cm

4.5cm

UPPER SHELF BOX BANDO CORPORATION



PLAIN BOX (for closet) 2014/4/23

　メ－カ－名　:　バンドー株式会社 　担当者 : 坂東 高英

　所在地　:　大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-Mail : bando@bandohshiki.co.jp

　TEL　:　072-806-8781 　FAX　:　072-806-8785

[ 商品SPEC ]

素　材 : 本体/ダンボール,　取っ手/アクリル製,　補強枠/鉄
構　造 : 組み立て式
付属品 : INDEXシール
原産国 : 日本

　★内容物を明記するのに便利なインデックスシール付！

 

★本体(スリーブ)にはスチール製の
   補強枠(ワイヤーフレーム)付。

★取っ手が下よりに付いているので、引き出した時の
　 トレー前面のタワミは少ないです。

Sトレイ内寸(約)：W338/D465/H147mm Mトレイ内寸(約)：W338/D465/H197mm

　
PB5318-BE : size=W390/D530/H180 mm PB5323-BE : size=W390/D530/H230 mm PB5330-BE : size=W390/D530/H300 mm

PB5318-BR : size=W390/D530/H180 mm PB5323-BR : size=W390/D530/H230 mm PB5330-BR : size=W390/D530/H300 mm

PB5318 個装サイズ : L730/W570/H30mm PB5323 個装サイズ : L755/W575/H30mm PB5330 個装サイズ : L785/W520/H30mm

個装
重量

1,130g

1,130g

1,250g

1,250g

1,400g

1,400g

外装ケースサイズ : L585×W385×H800 mm

¥1,780

ブラウン PB5330-BR 4949079 489940 PE 袋入り 12 ¥1,780
プレーンボックス 5330(クローゼット L)

ベージュ PB5330-BE 4949079 489933 PE 袋入り 12

¥1,580

ブラウン PB5323-BR 4949079 489926 PE 袋入り 12 ¥1,580
プレーンボックス 5323(クローゼット M)

ベージュ PB5323-BE 4949079 489919 PE 袋入り 12

PB5318-BR 4949079 489902 PE 袋入り 12 ¥1,380

参考売価(税込)

プレーンボックス 5318(クローゼット S)
ベージュ PB5318-BE 4949079 489896 PE 袋入り 12 ¥1,380

ブラウン

Lトレイ内寸(約)：W338/D465/H267mm

商 品 企 画 書

**********  奥行き53cmの引出しボックスで、クローゼット下のデッドスペースを有効利用！　" PLAIN BOX (for closet) "  **********

商品名 color 品番 JAN 個装形態 ケース入数(発単) 下代(税抜)

クローゼット下のデッドスペースを整理整頓できる引出しボックス。
紙製ですので通気性にも優れており、外気中の湿気から収納物を守ります。

バッグや衣類などの収納に最適です。
※防虫剤は市販のものをご使用ください。

9cm

4.5cm

断面画像

PLAIN BOX (for closet) BANDO CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／FAX : 072-806-8785

 

  

W D H

15 15

15 15

入数 発単 下代(税抜) 参考売価(税込)

¥2,480

ブラウン 4949079 467320

商 品 企 画 書
  担当者 : 坂東 高英

商品名 品番 color

¥2,480

JAN
1個あたりのサイズ (cm)

24 46 36
省スペース バッグストッカー

同色2個組

BGS-BE2 ベージュ 4949079 467313

BGS-BR2

★ 省スペース バッグストッカー 同色2個組 ★
～ バッグのことを考えたバッグストッカー ～

【SPEC】

材質 : 本体＝ダンボール、プラネジ＝ポリエチレン
取手＝ABS樹脂、窓＝ポリプロピレン

個装サイズ：約W550 / L465 / H50mm
個装材質：ポリエチレン
商品重量(※1個)：約539g  /  個装重量：約1,087g
梱包サイズ(15入)：約L770 / W475 / H565mm
梱包総重量：約18kg /  原産国：JAPAN

大切なバッグもこれでスッキリきれいに！

最初はきれいに収納したつもりでも、
ふと気付くと積み重なった状態でつぶれている…。

大切な人にプレゼントしてもらったバッグも、
こんな感じになってませんか？(^_^;)
また革製のものはカビが生えやすいため、

クロゼットや押し入れなどの湿気の溜まりやすい場所に
収納しているとすぐダメになっちゃいます。

このストッカーはダンボール製で通気性に優れており、
外気中の湿気から大切なバッグを守ります。

またスタッキング構造で下段のバッグが押しつぶされる
心配もございません。

大切なものは大切に収納してください。(^_^)

奥行 約46.0㎝

幅 約24.0㎝

高さ

約36.0㎝

一目でわかるPP製の窓付き！

積み重ねて省スペース！

ズレにくいスタッキング構造！

ベージュ 2個組

ブラウン 2個組

横に並べて使うと

取り出しやすい！

軽く持ち上げて手前に引きます。

前後の取っ手で持ち運び。

省スペース バッグストッカー同色2個組 BANDO  CORPORATION



　メ－カ－名　:　バンドー株式会社 　担当者 : 坂東 高英

　所在地　:　大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-Mail : bando@bandohshiki.co.jp

　TEL　:　072-806-8781 　FAX　:　072-806-8785

[ 商品SPEC ]

 [ CATCH COPY ]
　●クローゼット下収納に最適。
　●奥行45cmのワイヤーシェルフ収納にも便利。
　●大切なBAGなどの収納にも便利です。
　●衣類収納にも優れています。

ダンプボックス画像

package  

　

品番 JANコ－ド 下代(税抜) 参考売価(税込)

FB-BE 4949079-488653 ¥1,580

FB-BR 4949079-488660 ¥1,58010FREE-BOX ブラウン

商 品 企 画 書

商品名

**********  FREE-BOX (クローゼット&ワイヤーシェルフサイズ)  **********

素　材：本体/ダンボール,　取っ手/ABS樹脂,　ピン/鉄
商品サイズ：約幅38.5  ×  奥行46  ×  高さ29　cm

商品重量：約800g

構　造：組み立て式
付属品：ナシ

FREE-BOX ベージュ 10

入数／発注(発送)単位

原産国：日本
パッケージサイズ：約幅37.5 × 奥行(厚み)3.5 × 高さ66 cm

外装サイズ(10入)：約幅39  ×  奥行41  ×  高さ67.5　cm

ベージュ ブラウン

※中の商品を取り出してから、

切取り線に沿ってカッター

ナイフで切取ってください。

整理し難いワイヤーシェルフを綺麗に整理整頓。

W900サイズのシェルフなら2個並べて良い感じです。

紙製ですので通気性も良く、衣類などの収納にも最適です。
耐荷重も10kgなので、積み重ねても安心です。

※防虫剤は市販のものをご使用ください。

クローゼット下のデッドスペースに

積み重ねて収納。(耐荷重…10kg)

FREE BOX BANDO CORPORATION



　メ－カ－名　:　バンドー株式会社 　担当者 : 坂東 高英

　所在地　:　大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-Mail : bando@bandohshiki.co.jp

　TEL　:　072-806-8781 　FAX　:　072-806-8785

[ 商品SPEC ]

 [ CATCH COPY ]

　●BED下収納に最適。

　●押入れにも便利です。

　●季節物収納ボックスとしても使えます。

　●衣類収納にも優れています。

 

※中の商品を取り出してから、切取り線に沿ってカッターナイフで切取ってください。

　

品番 JANコ－ド 下代(税抜) 参考売価(税込)

CB-BE 4949079-488677 ¥1,580

CB-BR 4949079-488684 ¥1,58010

商品重量：約750g

構　造：組み立て式
付属品：ナシ

入数／発注(発送)単位

原産国：日本

CLOSET-BOX ベージュ

CLOSET-BOX ブラウン

商 品 企 画 書

商品名

**********  CLOSET-BOX (押入れサイズ)  **********

パッケージサイズ：約幅40 × 奥行(厚み)3 × 高さ70.5 cm

外装サイズ(10入)：約幅41  ×  奥行41  ×  高さ72.5　cm

素　材：本体/ダンボール,　取っ手/ABS樹脂,　ピン/鉄
商品サイズ：約幅40  ×  奥行65  ×  高さ22.7　cm

10

22.7cm

BED下のスペースを有効利用して、並べて収納。

ベージュ ブラウン

パッケージ画像 ダンプボックス画像

押入れを整理整頓するのに
便利なフタ式ボックス。
耐荷重も10kgで安心です。

紙製ですので通気性にも優れており、
外気中の湿気から衣類などの

収納物を守ります。
※防虫剤は市販のものをご使用ください。

CLOSET BOX BANDO CORPORATION



商 品 企 画 書
  メ－カ－名 : バンドー株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   担当者 : 坂東 高英

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／　FAX : 072-806-8785

③ライトブルー

W D H

オリーブ 10 10

ワインレッド 10 10

コーヒー 10 10

SIZE (外寸) cm

(4949079)

ブーツ収納ボックス

NBC-OL 000091

商品名 品番 LOT

000114 ¥2,100

発単 下代（税抜） 参考売価(税込)color
JAN

入数

¥2,100

24.5 30 62NBC-WR 000107 ¥2,100

NBC-CF

★ ブーツ収納BOX★

34cm
25.5ｃｍ

下駄箱に入りきらないロングブーツ・ショートブーツをスッキリ収納！

同色のシューズ収納ケースと使い分ければ、あなたも収納名人に！

通気性があるので、外気中の湿気から収納物を守ります。

紙製なので、不要になったときの処分も簡単。

※防虫剤は、市販のものをご使用ください。

ワインレッドオリーブ

★使用イメージ

コーヒー

30cｍ

61.5cｍ

24.5cｍ

商品サイズ ： 幅 約24.5/ 奥行約30 / 高さ約62cm

★サイズは、シューズ収納BOX(同色)５個分と同じ高さ！

★ブーツを傷つけないキズ防止シート付き！★正面で扉が止まる新構造！！

［商品SPEC］

素材：本体＝ダンボール、取っ手＝真鍮

構造：組み立て式 個装サイズ：L615/W450/H40 mm

付属品：滑り止めシール 個装重量：約950g (商品のみ＝約870g)

(1シート=4枚付) 外箱サイズ：L625/W410/H460 mm

原産国：日本 梱包総重量：約11kg

★正面の扉には、かわいい花のイラストとロゴが入っています。

また、取手リングは真ちゅう製のものを使用しているため、

使うほどに味が出てきます。

ブーツ収納ボックス(花柄) BANDO  CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   担当者 : 坂東 高英

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／　FAX : 072-806-8785

W D H

オリーブ 6 6

ワインレッド 6 6

コーヒー 6 6

商 品 企 画 書

商品名 品番 LOT color
JAN

入数 発単

(※同色5個組) NSC-CF5

下代(税抜) 参考売価(税込)
SIZE (外寸) cm

(4949079)

NSC-OL5

シューズ収納ボックス NSC-WR5 000145 ¥3,780

000152 ¥3,780

18.5 30 12.4

000138 ¥3,780

★ シューズ収納BOX (同色5個組) ★

34cm

123ｍｍ

商品サイズ ： 幅 約18.5/ 奥行 約30 / 高さ 約12.4cm

30cｍ

18.5cｍ

靴箱に入りきらないシューズをきれいに整理整頓！

クラフト素材でできた、オシャレなシューズケース。

横に並べたり、積み重ねたりと、お好みで使用できます。

通気性があるので、外気中の湿気から収納物を守ります。

紙製なので、不要になったときの処分も簡単。

※防虫剤は、市販のものをご使用ください。

靴は買ったときと同じ

ように横向きに寝かし、

交互に合わせて収納す

るとより省スペースで

収まります。

ワインレッドオリーブ コーヒー

★サイズは、ブーツ収納BOX(同色)と同じ高さ！

12.4cm

［商品SPEC］

素材：本体＝ダンボール、取っ手＝真鍮

構造：組み立て式 個装サイズ：L463 / W327 / H50mm

付属品：滑り止めシール 個装重量：約1,500g

(1シート=4枚付) 外箱サイズ：L475/W370/H338mm

原産国：日本 梱包総重量：約10kg

商品重量：約291ｇ (1個あたり)

★トレイ正面には、かわいい花のイラストとロゴが入っています。

また、取手リングは真ちゅう製のものを使用しているため、

使うほどに味が出てきます。

シューズ収納BOX(花柄) 同色5個組 BANDO  CORPORATION



http://www.bandohshiki.co.jp

LITTLE LUCKY COMPANY

〒578-0901 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号

TEL.072-806-8781(代)  FAX.072-806-8785

MAIL.info@bandohshiki.co.jp

ORIGINAL PRODUCTS CATALOGUE

( National Brand [Kid's] )



商 品 企 画 書
  メ－カ－名 : バンドー株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   担当者 : 坂東 高英

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／　FAX : 072-806-8785

③ライトブルー

W D H

レッド 10 10

ネイビー 10 10
34 33 32.5

LB-NV 330 4949079 000480 ¥1,990

発単 下代(税抜) 提案売価(税抜)
SIZE (外寸) cm

ランドセルボックス
LB-RD 330 4949079 000473 ¥1,990

商品名 品番 LOT color JAN 入数

6.5cm

31.5cm

★ ランドセルボックス ★

★文房具など細かいものは引き出しへ。

教材用のスペースには

A4ファイルもゆったり入ります。

［商品SPEC］

素材：本体＝ダンボール、取っ手=ABS樹脂、

プラネジ=ポリエチレン

構造：組み立て式

個装サイズ：L650/W470/H30mm

個装重量：約750g (商品のみ＝約700g)

外箱サイズ：L480/W320/H660mm

梱包総重量：約8.5kg

原産国：日本

33cm
34cm

32.5c

★お子様が手軽に持ち運べるランドセルボックス。

ランドセルごと移動出来るので、リビング学習に最適！

省スペースで小物や教材もたっぷり入ります。

毎日の整理整頓の習慣も身につく、優れもののボックスです！

★両サイドに取っ手付き♪

リビングや子供部屋など、

ランドセルごと気軽に持ち運べます！

22.3cm

15.5cm

引き出し内寸：W30.2×D6.2×H6.5(㎝)

商品サイズ ： 幅 約34/ 奥行約33/ 高さ約32.5cm

実使用時の耐荷重(全体荷重)：6.8kg

ランドセルボックス BANDO  CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   担当者 : 坂東 高英

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／　FAX : 072-806-8785

W D H

ベージュ 6 6 デスク 56 35 40

レッド 6 6 チェア 36 27 26

ブルー 6 6 (座面) 31 26.5 24.5

キッズデスク&チェア KDC-RD 4949079 467603 ¥3,980

KDC-BL 4949079 467610 ¥3,980

参考売価(税込)
SIZE (外寸) cm

KDC-BE 4949079 467597 ¥3,980

商 品 企 画 書

商品名 品番 color JAN 入数 発単 下代(税抜)

［商品SPEC］

素材：本体＝ダンボール

構造：組み立て式 個装サイズ：約L560 / W550 / H60mm

付属品：滑り止めシール 個装重量：約2,200g

(1シート=4枚付) 外箱サイズ(6入)：約L570/W370/H560mm

原産国：日本 梱包総重量：約15kg

商品重量：約1,750g

広々とした天板で
自由にお絵かき♪

ダンボール製なので

軽くて丈夫！
お子さまでも軽々
持ち運び出来ます。

セットのチェアは

しっかりとした構造で

耐荷重もバツグン！

お子さまがきちんと座って

お絵かき出来ます。

デスクに収納すれば

場所も取らずコンパクト！

画用紙を置いてもゆったりスペース。

汚れも気にせず、のびのびお絵かきができます!

40cm

35cm
56cm

36cm 27cm

26cm

ブルー ベージュ

既存のハンガーラック＆2段チェストと

並べて使える可愛いドット柄♪

★キッズデスク＆チェア★ BANDO  CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／FAX : 072-806-8785

 

  

W D H

18 18 26.5 21 68.5

18 18 26.5 21 68.5

商 品 企 画 書
  担当者 : 坂東 高英

商品名 品番 color JAN
SIZE (cm)

参考売価(税込)

収納ロボットくん
RBT-RD レッド 4949079 467245

下代(税抜)

ブルー 4949079 467252

¥2,480

RBT-BL

入数 発単

¥2,480

★ 収納ロボットくん ★
～大切なものはボクに収納して、忘れないようにね！～

【SPEC】
材質 : 本体＝ダンボール、プラネジ＝ポリエチレン

面ファスナー＝ナイロン
個装サイズ : 約W325 / L640 / H34mm
個装材質 : ポリプロピレン
商品重量 : 約930g  /  個装重量 : 約950g
梱包サイズ(18入) : 約L630/W330/H655mm
梱包総重量 : 約18kg /  原産国 : JAPAN

保育園や幼稚園で使うもの、これでスッキリ！

スモッグや体操服(制服)、園バッグやハンカチ＆ティッシュなど、
アタマから足までフル活用して収納してください。

また『着せ替えロボット』的な使い方で、帽子やマフラー、
手袋などをロボットに着せながらに収納する感じで、
お子さま自身に、『自分で収納する』ということを、
楽しみながら学んで頂きたければと思っております。

アタマを開けると…
隠し収納スペースに！ 大切なものを収納しましょう！

全奥行

約21㎝
全幅 約26.5㎝

全長

約68.5㎝

時計のトビラを開けると棚付きの
たっぷり収納ボックス！
高さはCDが入るサイズに設定。

面ファスナーで固定。 磁石を使わない安心設計。

今、何時？ 時計をあわせてね！

自分のものは自分で収納しようね！

収納ロボットくん BANDO  CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／FAX : 072-806-8785

 

  

W D H

10 10 30 30 30

10 10 30 30 30

商 品 企 画 書
  担当者 : 坂東 高英

商品名 品番 color JAN
1個あたりのサイズ (cm)

参考売価(税込)

キューブトイボックス 2色組
CTB-RB レッド＆ブルー 4949079 467269

下代(税抜)

ベージュ＆ブラウン 4949079 467276

¥2,980

CTB-BB

入数 発単

¥2,980

★ キューブトイボックス 2色組 ★
～色別に分けてスッキリ収納！ 子供部屋やリビングにどうぞ！～

【SPEC】
材質 : 本体＝ダンボール、取っ手＝AＢS樹脂

面ファスナー＝ナイロン、プラネジ＝ポリエチレン
付属品：滑り止めシール（１シート＝４枚つき）
個装サイズ : 約W370/ L490 / H87mm
個装材質 : ダンボール (BF/C5×C5)
商品重量 : 約598g (１個あたり) /  個装重量 : 約1,500g
梱包サイズ(10入) : 約L750/W450/H515mm
梱包総重量 : 約17kg /  原産国 : JAPAN

スクエアタイプのトイボックス

積み木感覚で使える立方体のボックスなので
使うシーンによって組み合わせは自由。

新構造のトレイは、”使いやすさ”を追求した
形状になっています。

キッズカラーのレッド＆ブルー以外に、リビングで
使っても、違和感のないベージュ＆ブラウンカラーもご用意。

ファッション小物や衣類などの収納にも便利です。

★4個揃えると、カラフルでオシャレな空間に。
家族みんなで、使う色を決めてもいいかも！

★トレイは、開けたままで固定できる新構造！

☆カラーは、レッド＆ブルー、ベージュ＆ブラウンの2色セットをご用意しました！☆

高さ

約30㎝

奥行き
約30㎝

幅 約30㎝

＆

＆

レッド ブルー

ベージュ ブラウン

★ヨコ並びパターン

★タテ積みパターン

★タテに積み重ねて使えば、場所を取らずに収納スペースを確保できます。

小さなお子様の場合、ヨコに並べて使えば収納しやすく、片づける訓練

にもなります。

★使用イメージ

★すべり止め付きでしっかり安定

★スタッキング用面ファスナー付き

キューブトイボックス BANDO  CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社   担当者 : 坂東 高英

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／ FAX : 072-806-8785

主な素材 : 本体=ダンボール、金枠=鉄、
スベリ止めシール=クロロプレンゴム、
面ファスナー=ナイロン

個装箱size(約) : L420 / W376 / H100 mm

個装重量(約) : 2,646 g (PKG含む)

個装箱の材質 : ダンボール (BF/ C5×C5)

6入外箱size(約) : L640 / W390 / H445 mm

外箱重量(約) : 17kg

外箱の材質 : ダンボール (AF/ K5×C5)

原産国 : 日本

W D H

BR 6 12 34 25.5 68

NA 6 12 34 25.5 68ランドセルラック LR-NA 300 pcs 4949079 499703 ¥3,980

SIZE (cm)

ランドセルラック LR-BR 300 pcs 4949079 499659 ¥3,980

商 品 企 画 書

商品名 品番 LOT color JAN 入数 発単 下代(税抜) 参考売価(税込)

ランドセルラック

デスクの横にピッタリのランドセルラック。
ランドセルの中身を出し入れしやすい高さに設計。

分別シキリはA4の用紙が入るサイズ。
引き出し部分は絵の具や習字道具などを

収納するのに便利です。
ダンボール製なので不要になったときの処分もカンタン。

軽くて丈夫で、お部屋のアレンジもラクラク。

★ ランドセルラック ★
～ 子どもが一人で準備できる収納ラック！！ ～

科目別に収納して、きれいに整理整頓できる
インデックスシール付き。(画像はタテ置きの場合)

ラックと引き出しを自由自在に組合わせ出来て便利。
キャビネット上のスペースも活用ＯＫです！

重たいランドセルでも、タテ仕切の
構造で強度もOK！ 掛けるように

置くのがラクチン！！

34cm

29cm

34cm
25.5ｃｍ

体操着や文房具などの収納に最適。

Ａ4ファイル、
プリント用紙も
収納できる。

ここにインデックスシール！
ヨコ置タイプ！

①縦列タテ仕切タイプ ②縦列ヨコ仕切タイプ

③並列タテ仕切タイプ ④並列ヨコ仕切タイプ

4つの使い方で自由自在！

5cm

用意するものが分かりやすい分別棚。
教科ごとに、教科書・ノート・ドリルを
まとめておける。 タテ・ヨコどちらでも
使える、マルチランドセルラックです。

重量 : 2,332g

Brown Natural

NaturalBrown

引出し[小] 内寸 : W31.5 × D23.0 × H6.5 cm

引出し[大] 内寸 : W31.5 × D23.0 × H16.0 cm

分別棚 (1マス) 内寸 : L32.5 × W4.0 × D25.0(仕切板=18.0) cm

LANSEL RACK BANDO  CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社   担当者 : 坂東 高英

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／ FAX : 072-806-8785

③ライトブルー

主な素材 : 本体=ダンボール、金枠=鉄、
スベリ止めシール=クロロプレンゴム、
面ファスナー=ナイロン

個装箱size(約) : L420 / W376 / H100 mm

個装重量(約) : 2,646 g (PKG含む)

個装箱の材質 : ダンボール (BF/ C5×C5)

6入外箱size(約) : L640 / W390 / H445 mm

外箱重量(約) : 17kg

外箱の材質 : ダンボール (AF/ K5×C5)

原産国 : 日本

W D H

PK 6 12 34 25.5 68

BL 6 12 34 25.5 68ランドセルラック LR-BL 500 pcs 4949079 499444 ¥3,980

SIZE (cm)

ランドセルラック LR-PK 500 pcs 4949079 499437 ¥3,980

商 品 企 画 書

商品名 品番 LOT color JAN 入数 発単 下代(税抜) 参考売価(税込)

ランドセルラック

デスクの横にピッタリのランドセルラック。
ランドセルの中身を、出し入れしやすい高さに設計。

分別しきりは、A4の用紙が入るサイズ。
引き出し部分は、絵の具や習字道具などを

収納するのに便利です。
ダンボール製なので、不要になったときの処分も簡単。

軽くて丈夫で、お部屋のアレンジもラクラク。

★ ランドセルラック (カラー) ★
～ 子どもが一人で準備できる収納ラック！！ ～

科目別に収納して、きれいに整理整頓できる
インデックスシール付き。(画像はタテ置きの場合)

ラックと引き出しを自由自在に組合わせ出来て便利。
キャビネット上のスペースも活用ＯＫ！

34cm

29cm

34cm
25.5ｃｍ

体操着や文房具などの収納に最適。

A4ファイルや、プリントなどが収納できます。

インデックスシールで表記。

①ピンク

色は2種類
置き方は自由自在！

5cm

用意するものが分かりやすい分別棚。
教科ごとに、教科書・ノート・ドリルを

まとめて収納できます。

重量 : 2,332g

②ブルー

付属のマジックテープを貼りつけます。

重たいランドセルでも、タテ仕切の構造で強度もＯＫ！
掛けるように置くとラクチン！！

LANSEL RACK (カラー) BANDO  CORPORATION



　メ－カ－名　:　バンドー株式会社 　担当者 : 坂東 高英

　所在地　:　大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-Mail : bando@bandohshiki.co.jp

　TEL　:　072-806-8781 　FAX　:　072-806-8785

HANGER-RACK : SPEC

　素　材
　商品サイズ
　商品重量
　構　造
　耐荷重
　原産国
　パッケ-ジサイズ
　外装サイズ(5入)

　　　　

2DRAWERS-CHEST : SPEC

　素　材
　商品サイズ
　引出し内寸
　商品重量
　構　造
　耐荷重
　原産国
　パッケ-ジサイズ
　外装サイズ(5入)

下代 参考売価

(税抜) (税込)

5 入数単位 ¥2,480

5 入数単位 ¥2,980

商品名・規格(品番) 入数 JANコ－ド 発注ロット

: 約幅 42 ｘ 奥行 75 ｘ 高さ 4.5cm(箱入)

: 本体/ダンボール、ハンガー/木(ハックベリー)、プラネジ/ポリエチレン

: 約幅 41 ｘ 奥行 28.5 ｘ 高さ 73.5cm(ﾊﾝｶﾞ-下 約67cm)

: 約1,400g (※PKG=350g込)

: 組立式(所要時間…約15分)

: 約5kg

: 日本

商 品 企 画 書

HANGER-RACK　DOT柄　BE　／　KS-HR-DB

2DRAWERS-CHEST　DOT柄　BE　／　KS-HD-DB

4949079 488714

: 約2kg (引出し1個あたり)

: 日本

☆☆☆☆☆☆☆     KID'S SERIES (DOT柄 ベージュ)    ☆☆☆☆☆☆☆

: 約幅 40 ｘ 奥行 53 ｘ 高さ 7.5cm(箱入)

: 約幅 41 ｘ 奥行 28.5 ｘ 高さ 36cm

: 約幅 36.7 ｘ 奥行 25.8 ｘ 高さ 16.5cm

: 約1,650g (※PKG=325g込)

: 組立式 (所要時間…約20分)

: 約縦 75.5×横 24×高さ 42.5cm

4949079 488721

: 約縦 54×横 40×高さ 40.5cm

: 本体/ダンボール、プラネジ/ポリエチレン、取手/ABS樹脂

HANGER-RACK

◆お子様のシャツ・アウター等の収納に便利！
◆2段引出しとスタッキングができます。
◆子供サイズのハンガーのみ使用可。

◆収納目安…薄物：約8～10着、厚物：約5～6着

2DRAWERS-CHEST
◆お子様の衣類やタオルなどの収納に便利です。

◆ハンガーラックとスタッキング可能。
◆面ファスナー付なので、スタッキングも安心！

KID'S series (BEIGE) BANDO CORPORATION



　メ－カ－名　:　バンドー株式会社 　担当者 : 坂東 高英

　所在地　:　大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-Mail : bando@bandohshiki.co.jp

　TEL　:　072-806-8781 　FAX　:　072-806-8785

HANGER-RACK : SPEC

　素　材
　商品サイズ
　商品重量
　構　造
　耐荷重
　原産国
　パッケ-ジサイズ
　外装サイズ(5入)

　　　　

2DRAWERS-CHEST : SPEC

　素　材
　商品サイズ
　引出し内寸
　商品重量
　構　造
　耐荷重
　原産国
　パッケ-ジサイズ
　外装サイズ(5入)

下代 参考売価

(税抜) (税込)

5 入数単位 ¥2,480

5 入数単位 ¥2,980

商 品 企 画 書

☆☆☆☆☆☆☆     KID'S SERIES (DOT柄 レッド)    ☆☆☆☆☆☆☆

: 約幅 41 ｘ 奥行 28.5 ｘ 高さ 36cm

: 約幅 36.7 ｘ 奥行 25.8 ｘ 高さ 16.5cm

: 約1,650g (※PKG=325g込)

: 本体/ダンボール、ハンガー/木(ハックベリー)、プラネジ/ポリエチレン

: 約幅 41 ｘ 奥行 28.5 ｘ 高さ 73.5cm(ﾊﾝｶﾞ-下 約67cm)

: 約1,400g (※PKG=350g込)

: 組立式(所要時間…約15分)

: 約5kg

HANGER-RACK　DOT柄　RE　／　KS-HR-DR

2DRAWERS-CHEST　DOT柄　RE　／　KS-HD-DR

4949079 488738

: 約2kg (引出し1個あたり)

: 日本
: 約幅 40 ｘ 奥行 53 ｘ 高さ 7.5cm(箱入)

: 約縦 54×横 40×高さ 40.5cm

4949079 488745

商品名・規格(品番) 入数

: 日本
: 約幅 42 ｘ 奥行 75 ｘ 高さ 4.5cm(箱入)

: 本体/ダンボール、プラネジ/ポリエチレン、取手/ABS樹脂

JANコ－ド 発注ロット

: 組立式 (所要時間…約20分)

: 約縦 75.5×横 24×高さ 42.5cm

HANGER-RACK

◆お子様のシャツ・アウター等の収納に便利！
◆2段引出しとスタッキングができます。
◆子供サイズのハンガーのみ使用可。

◆収納目安…薄物：約8～10着、厚物：約5～6着

2DRAWERS-CHEST

◆お子様の衣類やタオルなどの収納に便利です。
◆ハンガーラックとスタッキング可能。

◆面ファスナー付なので、スタッキングも安心！

KID'S series (RED) BANDO CORPORATION



　メ－カ－名　:　バンドー株式会社 　担当者 : 坂東 高英

　所在地　:　大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-Mail : bando@bandohshiki.co.jp

　TEL　:　072-806-8781 　FAX　:　072-806-8785

HANGER-RACK : SPEC

　素　材
　商品サイズ
　商品重量
　構　造
　耐荷重
　原産国
　パッケ-ジサイズ
　外装サイズ(5入)

　　　　

2DRAWERS-CHEST : SPEC

　素　材
　商品サイズ
　引出し内寸
　商品重量
　構　造
　耐荷重
　原産国
　パッケ-ジサイズ
　外装サイズ(5入)

下代 参考売価

(税抜) (税込)

5 入数単位 ¥2,480

5 入数単位 ¥2,980

商 品 企 画 書

☆☆☆☆☆☆☆     KID'S SERIES (DOT柄 ライトブルー)    ☆☆☆☆☆☆☆

: 本体/ダンボール、ハンガー/木(ハックベリー)、プラネジ/ポリエチレン

: 約幅 41 ｘ 奥行 28.5 ｘ 高さ 73.5cm(ﾊﾝｶﾞ-下 約67cm)

: 約1,400g (※PKG=350g込)

: 組立式(所要時間…約15分)

: 約5kg

: 日本
: 約幅 42 ｘ 奥行 75 ｘ 高さ 4.5cm(箱入)

: 約縦 75.5×横 24×高さ 42.5cm

: 本体/ダンボール、プラネジ/ポリエチレン、取手/ABS樹脂

: 約幅 41 ｘ 奥行 28.5 ｘ 高さ 36cm

: 約幅 36.7 ｘ 奥行 25.8 ｘ 高さ 16.5cm

: 約1,650g (※PKG=325g込)

: 組立式 (所要時間…約20分)

: 約2kg (引出し1個あたり)

: 日本
: 約幅 40 ｘ 奥行 53 ｘ 高さ 7.5cm(箱入)

2DRAWERS-CHEST　DOT柄　LB　／　KS-HD-LB 4949079 496016

: 約縦 54×横 40×高さ 40.5cm

商品名・規格(品番) 入数 JANコ－ド 発注ロット

HANGER-RACK　DOT柄　LB　／　KS-HR-LB 4949079 496009

HANGER-RACK

◆お子様のシャツ・アウター等の収納に便利！
◆2段引出しとスタッキングができます。
◆子供サイズのハンガーのみ使用可。

◆収納目安…薄物：約8～10着、厚物：約5～6着

2DRAWERS-CHEST

◆お子様の衣類やタオルなどの収納に便利です。
◆ハンガーラックとスタッキング可能。

◆面ファスナー付なので、スタッキングも安心！

KID'S series (L.BLUE) BANDO CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社   担当者 : 坂東 高英

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／ FAX : 072-806-8785

ティッシュペーパーはPAT(上げ底)に乗せて使います。 天面部には、体温計や綿棒などを

※背の高いティッシュペーパーを使用する際は、 収納しておくのに便利な小物ボックス付。

　 PADを裏向き(逆さま)にセットしてください。 ※取り外し可能です。

おむつは下の取り出し口から おむつを補充する際はトレーを引き出し、

[ SPEC ] 1枚ずつ取り出せます。 上部から両手でまっすぐ入れてください。

package size : L715 / W402 / H62 mm

package material : cardboard box

weight : 1,700g (1,380g)

10p carton size : W660 / L420 / H735 mm

material : ダンボール (古紙含有率 約70％)、 PE(プラネジ)、 合成ゴム(スベリ止め)

原産国 : JAPAN

W D H

BR 10 10 32.5 24 70

※OEM対応商品になります。ロットや納品条件によって、別途御見積りさせて頂きます。 13.7 21.3 41.5

14.3 2.5

ストッカー部(引き出し部)内寸

ストッカー 取り出し口サイズ

SIZE (外寸) cm

おむつストッカー TWO-TONE OS-BR 4949079 489575 ¥2,980

商 品 企 画 書

商品名 TYPE 規格(品番) COLOR JAN 入数 発単 下代 税込売価

OMUTSU - STOCKER

Lサイズまでのおむつに対応。おむつを取り替える際に必要な

おしり拭きやティッシュペーパー、また、体温計や綿棒などの小物も

収納できるストッカーです。

リビングにあっても違和感の無いカラーで仕上げました。

カラーイメージは、『 MODERN to RETRO 』です。

★ [ OMUTSU ] - STOCKER ★
～ Lサイズまでのおむつを収納できるサイズ ～

片方のストッカー(引出し)に、おむつ約30枚を収納可能(合計約60枚)

※画像はパンパース L size 35枚を収納。

ここには、おしり拭きや小さいタオル(ハンドタオル)などを

収納しておくと便利です。
面ファスナー

持ち運び出来るようにしました。

(両サイドに取っ手穴)

おむつストッカー BANDO  CORPORATION



http://www.bandohshiki.co.jp

LITTLE LUCKY COMPANY

〒578-0901 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号

TEL.072-806-8781(代)  FAX.072-806-8785

MAIL.info@bandohshiki.co.jp

ORIGINAL PRODUCTS CATALOGUE

( original equipment manufacturing goods )



CBY (LTH series) 2014/4/23

  メ－カ－名 : バンドー株式会社   担当者 : 坂東 高英

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／ FAX : 072-806-8785

LTH-PK (ピンク)

LTH-GR (グリーン)

LTH-OR (オレンジ)

[ SPEC ] LTH-LV (ラベンダー)

package size : W300 / L420 (ヘッダー30mm含む) / D(厚み)30 mm

package material : PP

LTH-BR (ブラウン)

weight : 370g

20p carton size : W340 / L570 / H400 mm

material : ダンボール (古紙含有率 約70％)、 ABS樹脂

原産国 : JAPAN

W D H

PK 20 20 38 26.5 25.5

GR 20 20 38 26.5 25.5

OR 20 20 38 26.5 25.5

LV 20 20 38 26.5 25.5

BR 20 20 38 26.5 25.5CB STOCK YOKO-type LTH series LTH-BR 4949079 498904 ¥880

CB STOCK YOKO-type LTH series LTH-LV 4949079 498898 ¥880

CB STOCK YOKO-type LTH series LTH-OR 4949079 498881 ¥880

CB STOCK YOKO-type LTH series LTH-GR 4949079 498874 ¥880

SIZE (外寸)

CB STOCK YOKO-type LTH series LTH-PK 4949079 498867 ¥880

商 品 企 画 書

商品名 TYPE 規格(品番) COLOR JAN 入数 発単 下代 税込上代

CB STOCK "CROWN" SERIES

今までとは違う雰囲気のカラーボックス

インナーケースです。

お部屋のカラーに合わせてコーディネート

してみてはいかがでしょうか？

お好みのカラーでお好みの空間を…

★ CB STOCK [ "Le temps habituel" SERIES ] 

★
CB ストック ヨコ型 ～ カラーボックス用インナーケース ～

BANDO  CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社   担当者 : 坂東 高英

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／ FAX : 072-806-8785

[ SPEC ]

package size : L473 / W342 / D42 mm

package material : PP (ヘッダー付)

weight : 約1,000g

12p carton size : W350 / L480 / H490 mm

material : ダンボール (古紙含有率 約70％)

原産国 : JAPAN

W D H

NA 12 12 45 15 45

IV 12 12 45 15 45

DB 12 12 45 15 45

13.7 14.5 211マスの内寸

マルチラック 6 BOX MR-DB 4949079 489995 ¥1,890

マルチラック 6 BOX MR-IV 4949079 489988 ¥1,890

SIZE (外寸) cm

マルチラック 6 BOX MR-NA 4949079 489971 ¥1,890

MULTI RACK 企画書

商品名 TYPE 規格(品番) COLOR JAN 入数 発単 下代(税抜) 参考売価(税込)

MULTI - RACK

どんどん溜まっていくコミック本やDVDを、『まとめて』 収納できる、サイズ : W45×D15×H45 cm のマルチラック。

DVDが入るサイズなので、BIGコミックなども収納できます。(1マスの内寸 : W13.7×D14.5×H21 cm)

壁面に並べて収納すると、きれいに整理整頓できます。

★ MULTI RACK ★
～ DVD、VHS、コミック、文庫本、CDなど、幅広く収納できるマルチラック～

1マスにDVDのパッケージを9枚収納できます。

1マスにVHSのビデオテープを5本収納できます。

横にして使うと、CD専用ラックになります。

#01. MR-NA

#03. MR-DB

#02. MR-IV

#01. MR-NA

コミック本や文庫本などを収納できます。

(コミック本...約9冊収納可能。)

1マスにCD 約21枚収納可能。

耐荷重...2kg

(1マスあたり)

MULTI RACK BANDO CORPORATION



　メ－カ－名　:　バンドー株式会社 　担当者 : 坂東 高英

　所在地　:　大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-Mail : bando@bandohshiki.co.jp

　TEL　:　072-806-8781 　FAX　:　072-806-8785

[ SPEC ] [ SALES POINT ]

　素　材 ：本体/ダンボール ★大小さまざまなサイズの紙袋をきれいに整理整頓できます。
　商品サイズ(外寸) ：約W16.0×D45.0×H60.0cm (1個) ★1引出しタイプと2引出しタイプを分けて使うこともできます。
　商品サイズ(内寸) ：約W13.2×D43.0×H57.0cm (1引出し) ★幅16cmなのですきま収納アイテムとしても使えます。
　商品サイズ(内寸) ：約W13.2×D43.0×H27.5cm (2引出し) ★取り出し易い引き出し式。

● 個装箱入りのSPEC ●
　商品重量 ：約 1,700g (製品重量=約 2,200g)

　PKGサイズ (個装箱) ：約L80.0 ｘ W58.0 ｘ H4.0 cm

　外装サイズ(6入) ：約L81.0 ｘ W25.0 ｘ H59.5 cm

　梱包重量 ：約 15kg

規格 入数(発単) ロット 税別下代 税込上代

PAPER BAG STOCKER SET (※箱入り。) PBS-NA 6set 4949079 496047 500set

商 品 企 画 書

☆☆☆☆☆☆    PAPER BAG STOCKER SET    ☆☆☆☆☆☆

商品名 JANコ－ド

¥2,700

※トレーはリバーシブル。

クローゼットなどの壁面に

スタッキングした時のイメージ。

1引出しタイプと2引出しタイプのセットです。

PAPER BAG STOCKER BANDO CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社   担当者 : 坂東 高英

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／ FAX : 072-806-8785

[ SPEC ]

package size : L340 / W285 / H30 mm

package material : PP

weight : 495 g (PKG込)  ※1個あたり240g

10p carton size : L380 / D300 / H350 mm

material : ダンボール、 鉄

原産国 : JAPAN

W D H

BE&BL 10 10 33.6 8.3 15.2

SIZE (外寸) cm

ポストカード & フォトボックス 2色セット CPB-2P 4949079 496061 ¥1,890

商 品 企 画 書

商品名 TYPE 規格(品番) COLOR JAN 入数 発単 税抜下代 税込売価

POST CARD & PHOTO BOX

はがき(年賀状)を約600枚収納可能なボックス。1マス(小分けボックス)に100枚入るので、

年ごとの年賀状を家族のみんなで分けて、きれいに保管できます。

小分けボックス用のインデックスシールが付いているので、管理するのも簡単です。

★ POST CARD & PHOTO BOX [2Pset] ★
～ ポストカードや写真をきれいに保存できるボックス ～

小分けボックス用 インデックスシール付！

ハリネズミが本を広げて歩いているデザイン...。
文字はフィンランド語で、
『また、会いましょう！ すてきな休暇を！』
という意味です。

小分けボックスの収納目安 : 1マス=約100枚

ポストカード & フォトボックス (ハリネズミ) 2色set BANDO  CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／FAX : 072-806-8785

 

  

W D H

10 10 34 20 31

商 品 企 画 書
  担当者 : 坂東 高英

商品名 品番 color JAN 入数 発単 下代(税抜) 参考売価(税込)
SIZE (cm)

リビングラック LVR-IV アイボリー 4949079 466378 ¥1,990

★ リビングラック ★
～実用性とインテリア性を考えた、便利アイテム～

【SPEC】
材質：本体＝ダンボール、取っ手＝ABS樹脂、

プラネジ＝ポリエチレン
個装サイズ : 約W355/L540/H40mm
個装材質 : 紙(ダンボール)
商品重量 : 1個＝約1,050g
個装重量：約1,250g
梱包サイズ(10入) : 約L550/W420/H370mm
梱包総重量：約13.5kg
原産国 : JAPAN

★リビング周りの収納に便利！

トレーの取り外しが可能です。

★スチール製のワイヤー入りなので、

持ち運びも安心。

リビングで使うもの、これでスッキリ！

リビングには、置き場所が定まらないこまごました物がたくさんあります。
リビングラックでみんなの置き場所をまとめてみませんか？

通気性があるので、外気中の湿気から収納物を守ります。
紙製なので、不要になったときの処分も簡単。

取っ手付きで持ち運びも簡単！
軽いのも紙製の特徴です！！

正面 裏面

正面使用シーン 裏面使用シーン

34㎝
20㎝

31㎝

★図の点線のように

ワイヤーが入っています。

リビングラック BANDO  CORPORATION
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W D H

10 10 46 33.5 29.5

10 10 46 33.5 29.5
花柄トランクケース

商 品 企 画 書
  担当者 : 坂東 高英

商品名 品番 color JAN
SIZE (cm)

HTC-BE ベージュ 4949079 467634

4949079 467627

¥2,980

¥2,980HTC-PK ピンク

入数 発単 下代(税抜) 参考売価(税込)

★ 花柄トランクケース ★

【SPEC】
材質 : 本体＝ダンボール、プラネジ＝ポリエチレン

留め具＝鉄
個装サイズ : 約W460 / L650 / H35ｍm
個装材質 : ポリエチレン
商品重量 : 約1,150g  /  個装重量 : 約1,200g
梱包サイズ(10入) : 約L660/W370/H470
梱包総重量 : 約13kg /  原産国 : JAPAN

たくさん収納できる、オシャレで便利なトランクケース。

優しい色合いの花柄にアンティーク風の留め具をあしらった

見せても可愛い収納です。

★A4サイズがスッキリ収まる！

雑誌やファイル、アルバム等の

収納にも最適！★上品な花柄とアンティーク風留具がポイント。

46cm

33.5cm

29.5cm

ベージュピンク

★衣類はもちろん、季節の小物なども

たっぷり入れられるので、衣替えにも

お役立ち♪

花柄トランクケース BANDO  CORPORATION
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重量(約)

W D H (1個)

10 10 34.5 41 27 750g

10 10 30.5 38 24.5 580g

15 15 22.5 38 16 400gフレンチボックス Sサイズ2個セット CFB-S2P 360 set 4949079 467887 ¥3,180

フレンチボックス Mサイズ2個セット CFB-M2P 350 set 4949079 467870 ¥3,480

SIZE (約), 単位=cm

フレンチボックス Lサイズ2個セット CFB-L2P 350 set 4949079 467863 ¥3,980

商 品 企 画 書
  担当者 : 坂東 高英

商品名 品番 LOT JAN 入数 発単 下代(税抜) 参考売価(税込)

★ フレンチボックス ★

Lサイズ
Mサイズ

Sサイズ

34.5cm

27.0cm

41.0cm

30.5cm

24.5cm

38.0cm

22.5cm

16.0cm

38.0cm

パリの雑貨風ボックス。

落ち着いたテイストのフタ式ボックスです。

ナチュラルな空間を演出します。

【SPEC】
●材質 : 本体＝ダンボール、取っ手＝ABS樹脂

●個装スペック : (約)

Lサイズ2個組 : サイズ＝L630×W460×H43mm／重量＝約1,700g／材質＝PE

Mサイズ2個組 : サイズ=L605×W420×H38mm／重量＝約1,300g／材質＝PE

Sサイズ2個組 : サイズ=L605×W346×H34mm／重量＝約950g／材質＝PP

●外箱スペック : (約)

Lサイズ2個組 10入 : サイズ=L640×W450×H475mm／重量＝約18kg

Mサイズ2個組 10入 : サイズ=L615×W400×H435mm／重量＝約14kg

Sサイズ2個組 15入 : サイズ=L615×W360×H360mm／重量＝約15kg
●原産国 : 日本

フレンチボックス BANDO  CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社   担当者 : 坂東 高英

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／ FAX : 072-806-8785

[ SPEC ] package size : L620 / W522 / D40 mm

package material : ダンボール(BF)

weight : 1P = 534g 3P(個装) = 2,200g

10個入外箱 size : W420 / L635 / H540 mm

material : ダンボール (表面 : マットニス加工)

原産国 : JAPAN

W D H

アリ 10 10 20 32 45

参考売価(税込)
SIZE (1P外寸 : cm)

クラフト分別ダストボックス 3個(色)セット ERB-3C 800 set 4949079 498287 ¥3,500

商 品 企 画 書

ロゴ拡大

商品名 品番 LOT SILK JAN 入数 発単 下代(税抜)

クラフト分別ダストボックス 3個(色)セット

個々に分別機能を持ちながら、大きく3分別できる

ダストボックス3個セット。

スリムタイプなので省スペースで収まります。

また、落ち着いたカラーとスタイリッシュなデザイン(形)は

使う場所を選ばず、分別することを楽しくしてくれるでしょう。

本体に 『 eco recycle bin 』 というロゴがプリントされている通り、

ツマミとプラネジ(フタと本体のジョイントに使用)以外は

すべてダンボール素材で構成されているエコロジー商品です。

★ クラフト分別ダストボックス 3個(色)セット ★
～ 個々に分別機能を持ちながら、大きく3分別できるダストボックス3個(色)セット ～

中枠にはレジ袋がひっかけられる切り込みが

付いているので、小さなものでも細かく

分別することができます。

中枠には20～30ℓのゴミ袋を
セットすることができます。

eco recycle bin  3c-set BANDO  CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   担当者 : 坂東 高英

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／FAX : 072-806-8785

W D H

パープル 15 15

ピンク 15 15

下代(税抜)

商 品 企 画 書

商品名 品番 LOT color
JAN

入数 発単 参考売価(税込)
SIZE (外寸) cm

(4949079)

省スペースクリア収納ケース NSC-PP5 466576
16.5 27 11

シューズタイプ 同色5個組 NSC-PK5 466583

¥2,990

¥2,990

★ 省スペース クリア収納ケース シューズ同色5個組

34cm

商品サイズ ： 幅 約16.5 / 奥行 約27 / 高さ 約11cm

27cｍ
16.5cｍ

靴箱に入りきらないシューズをきれいに整理整頓！

PP素材でできた、オシャレなシューズケース。

横に並べたり、積み重ねたりと、お好みで使用できます。

中身が一目でわかるので、履きたい靴をサッと取り出せます。

※防虫剤は、市販のものをご使用ください。

パープル ピンク

11cm

［商品SPEC］

素材：ポリプロピレン

構造：組み立て式

原産国：日本

商品重量：約118g(1個)

個装サイズ：L275 / W595 / H10 mm 個装重量：約600g

梱包サイズ(15入)：L605 / W335 / H160 mm 梱包重量 : 約10kg

ケースの天面には、可愛い靴のイラストが入っています。

★使用イメージ

★靴のサイズ：L

省スペースクリア収納ケース シューズタイプ (同色5個組) BANDO  CORPORATION



  メ－カ－名 : バンドー株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   担当者 : 坂東 高英

  住所 : 大阪府東大阪市加納5丁目10番16号   E-mail : bando@bandohshiki.co.jp

  TEL : 072-806-8781   ／　FAX : 072-806-8785

W D H

パープル 12 12

ピンク 12 12

下代(税抜)

商 品 企 画 書

商品名 品番 LOT color
JAN

入数 発単 参考売価(税込)
SIZE (外寸) cm

(4949079)

省スペースクリア収納ケース NMC-PP3 466590
50.5 31 12

マルチタイプ 同色3個組 NMC-PK3 466606

¥3,480

¥3,480

★ 省スペース クリア収納ケース マルチ同色3個組 ★

34cm

商品サイズ ： 幅 約50.5 / 奥行 約31 / 高さ 約12cm

50.5cｍ

31cｍ

靴箱に入りきらないブーツや、季節物の手袋や帽子、

またバッグなどを種類に分けてきれいに整理整頓！

PP素材でできた、オシャレなマルチケース。

横に並べたり、積み重ねたりと、お好みで使用できます。

中身が一目でわかるので、迷わずサッと取り出せます。

※防虫剤は、市販のものをご使用ください。

パープル ピンク

12cm

［商品SPEC］

素材：ポリプロピレン

構造：組み立て式

原産国：日本

商品重量：約340g(1個)

個装サイズ：L400 / W595 / H13 mm

個装重量：約1,030g

梱包サイズ(12入)

：L610 / W415 / H190 mm

梱包重量：約13.5kg

★ケースの天面には、可愛いイラストが入っています。

★使用イメージ★靴のサイズ：L

省スペースクリア収納ケース マルチタイプ (同色3個組) BANDO  CORPORATION


