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01.07.10/01.12.11/040723/040810/050201/050722/ 050920/051107/060829/071015/081118 汎用デザインキャップのご案内  ed.10.1 /081202 / E.H. Mac

１ケース単位で出荷可能！  汎用デザインキャップのご案内    ed.10.1 [2008年12月現在 ]

写真No. 品種 品名 1c/s PL 表示 備考 コードNo. ※１在庫

201R KK SBW-P 直詰封緘　ULT（プラ替栓無地）（旧品名：直詰封緘 金地／赤 ULT） 2,100 開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。アルミキャップ

冠頭SB（全高27mm）と替栓を組み合わせた1.8リットルびんの王冠。冠頭に
「アルミキャップ」表示。金無地、プラマーク刻印入りのオールプラスチック替栓
が組み合わされています。在庫が無くなり次第、替栓は「直詰封緘」「プラマーク」
の印刷あり#221仕様へ変更します。冠頭および替栓の単体での販売も可能です。

12708201 限定

221 KK SBW-P 直詰封緘　ULT（プラ替栓）（旧品名：直詰封緘 金地／赤 ULT） 2,100 開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。アルミキャップ

冠頭SB（全高27mm）と替栓を組み合わせた1.8リットルびんの王冠。冠頭に「ア
ルミキャップ」表示。「直詰封緘」＆「プラマーク」印刷入りのオールプラスチッ
ク替栓が組み合わされています。
冠頭および替栓の単体での販売も可能です。

12708221 常備

222 KK SBW-BK 直詰封緘 金地／赤（防錆軽量） 2,100 開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。アルミキャップ
冠頭SB（全高27mm）と替栓を組み合わせた1.8リットルびんの王冠。冠頭に「ア
ルミキャップ」表示。防錆処理+ポリ栓重量軽量仕様の替栓が組み合わされてい
ます。プラマーク印刷なし。

12408222 常備

216 KK SBW-B 蔵元直詰　金地に黒文字 （防錆） 2,100
開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。
お酒は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、
胎児・乳児の発育に影響するおそれがありますので、気
をつけましょう。　アルミキャップ

冠頭SB（全高27mm）と替栓を組み合わせた1.8リットルびんの王冠。
中の替栓は防錆仕様です。プラマーク印刷あり。 12408216 常備

220 KK SBW 蔵元直詰　耐熱 ULT 2,100
開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。
お酒は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、
胎児・乳児の発育に影響するおそれがありますので、気
をつけましょう。　アルミキャップ

冠頭SB（全高27mm）と替栓を組み合わせた1.8リットルびんの王冠。
中の替栓はびん𤏐殺菌対応仕様です。温度対応幅をより広げた新仕様も準備。
ご照会ください。　プラマーク印刷あり。

12009420 常備

201R
KK SBW-P
直詰封緘　ULT（プラ替栓無地）

 221
 KK SBW-P
 直詰封緘　（プラ替栓）

222
KK SBW-BK
直詰封緘　金地／赤（防錆軽量）

216
KK SBW-B
蔵元直詰　金地に黒文字（防錆）

220
KK SBW
蔵元直詰  耐熱 ULT
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 （1升壜用～冠頭・替栓組み合わせタイプ）-その1

替栓のスポット箔がPETフイルム
仕様のものです。フレーバー適正
に非常に優れています。

中栓ブリキ部は防錆加工になって
いますので、一升壜の壜口への錆
移りがありません。

※１　在庫：「常備」＝常時在庫するようにしていますが、出荷状況によっては在庫ぎれになる場合があります。
　　　　　　「限定」＝限定在庫品につき在庫をご確認ください。
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。

従来スチールだった天面部分をプラス
チックにした替栓。スポット箔もアルミ
を廃止したPET仕様。すべてプラスチッ
ク素材で、プラマーク刻印入りです。

「お酒は20歳になってから」表示が
あります。

取口が折り返しタイプのもの。 「びん燗殺菌」対応仕様の替栓。

New !

New !

㊟上の写真の替栓は左の冠
頭の中に組合わされています。
オールプラ替栓、プラマーク
刻印入

㊟上の写真の替栓は左の冠頭
の中に組合わされています。

㊟上の写真の替栓は左の冠頭
の中に組合わされています。

㊟冠頭と替栓の単体販売も
可能です。

㊟上の写真の替栓（オールプ
ラスチック替栓､プラマーク刻
印入り～黒）は左の冠頭の中
に組合されています。

㊟上の写真の替栓は左の冠
頭の中に組合わされています。
プラマーク入り！

㊟冠頭と替栓の単体販売も
可能です。

New !

軽量
省資源

妊産婦に関する表示があります。

New !

「びん燗」殺菌対応！在庫がなくなり次第、#221仕様へ変更 ポリ栓部を約30%軽量化！
錆びない！オールプラの単一素材でエコ！ 錆びない！
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215
KK SBW - B
蔵元直詰　黒ベタに金　（防錆）

202
KK SBW
清酒（赤）　汎用

211
KK SBW-B
金無地／防錆　汎用　（防錆）

203
KK SBW
黒無地　汎用

219
KK SBW-P
直詰 ULT-TT（エコストッパー）

写真No. 品種 品名 1c/s PL 表示 備考 コードNo. ※１在庫

215 KK SBW-B 蔵元直詰　黒ベタに金（防錆） 2,100
開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。
お酒は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳
児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけましょう。　

冠頭SB（全高27mm）と替栓を組み合わせた1.8リットルびんの王冠。
中の替栓は防錆仕様です。プラマーク印刷あり。 12408215 常備

202 KK SBW 清酒（赤）　汎用 2,000 ご注意　手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。お酒は２０歳になってから。
冠頭SB（全高27mm）と替栓を組み合わせた1.8リットルびんの王冠。
替栓にプラマーク表示入り。 12011655 常備

211 KK SBW-B 金無地／防錆　汎用　（防錆） 2,100 ご注意　手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。お酒は２０歳になってから。
冠頭SB（全高27mm）と替栓を組み合わせた1.8リットルびんの王冠。
中の替栓は防錆仕様です。 12408211 常備

203 KK SBW 
黒無地　汎用

2,100
ご注意　手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開け
てください。お酒は２０歳になってから。

冠頭SB=全高 27mmと替栓を組み合わせた 1.8L 壜の王冠。
中の替栓は天面ブリキ仕様です。　 12011653

常備
（なし） KK SBW-P 2,000 冠頭 SB=全高 27mmと替栓を組み合わせた 1.8L 壜の王冠。

中の替栓はオールプラ替栓　黒無地、プラマーク刻印入り仕様です。12711653

219 KK SBW-P 直詰 ULT-TT （エコストッパー） 2,100 つまみを持って右斜め上にゆっくり開けて下さい。 冠頭 SB=全高 27mmと ECOストッパーを組み合わせた 1.8L 壜の
王冠。 12709055 常備
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 （1升壜用～冠頭・替栓組み合わせタイプ）-その2

替栓のスポット箔がPETフイルム
仕様のものです。フレーバー適正
に非常に優れています。

中栓ブリキ部は防錆加工になって
いますので、一升壜の壜口への錆
移りがありません。

※１　在庫：「常備」＝常時在庫するようにしていますが、出荷状況によっては在庫ぎれになる場合があります。
　　　　　　「限定」＝限定在庫品につき在庫をご確認ください。
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。

従来スチールだった天面部分をプラス
チックにした替栓。スポット箔もアルミ
を廃止したPET仕様。すべてプラスチッ
ク素材で、プラマーク刻印入りです。

「お酒は20歳になってから」表示が
あります。

取口が折り返しタイプのもの。 「びん燗殺菌」対応仕様の替栓。

㊟上の写真の替栓は左の冠
頭の中に組合わされています。
オールプラ替栓、プラマーク
刻印入

㊟上の写真の替栓は左の冠頭
の中に組合わされています。

㊟上の写真の替栓は左の冠
頭の中に組合わされています。
プラマーク入り！

㊟上の写真の替栓は左の冠頭
の中に組合わされています。
㊟黒無地、プラマーク刻印の
オールプラ替栓入りもあります。

妊産婦に関する表示があります。

錆びない！錆びない！

㊟上の写真の替栓は左の冠
頭の中に組合わされています。
オールプラ替栓、プラマーク
刻印入

プラ(ワンピース)でエコ！安価！
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217
KK SBW-P　
本格焼酎
ULT-PET スポットなし

218
KK SBW-P　 
本格焼酎
ULT-PET スポットつき

204
KK SDW-B
直詰封緘　汎用　（防錆）

205
KK SDW
酒マーク　汎用

206
KK SCW
清酒（赤）　汎用

 （１升壜用～冠頭・替栓組み合わせタイプ）-その3
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替栓のスポット箔がPETフイルム
仕様のものです。フレーバー適正
に非常に優れています。

中栓ブリキ部は防錆加工になって
いますので、一升壜の壜口への錆
移りがありません。

※１　在庫：「常備」＝常時在庫するようにしていますが、出荷状況によっては在庫ぎれになる場合があります。
　　　　　　「限定」＝限定在庫品につき在庫をご確認ください。
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。

従来スチールだった天面部分をプラス
チックにした替栓。スポット箔もアルミ
を廃止したPET仕様。すべてプラスチッ
ク素材で、プラマーク刻印入りです。

「お酒は20歳になってから」表示が
あります。

取口が折り返しタイプのもの。 「びん燗殺菌」対応仕様の替栓。

㊟上の写真の替栓は左の冠
頭の中に組合わされています。
プラマーク入り。

㊟中の替栓は冠頭と同じデザ
インです。

写真
No.

品種 品名 1c/s 入数 PL表示 備考 コード番号 ※ 1在庫

217 KK SBW-P 本格焼酎
ULT-PET スポットなし 2,000

開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。お酒
は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・
乳児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけま
しょう。

冠頭SB=全高 27mmと替栓を組み合わせた 1.8L 壜の王冠。
中の替栓は、オールプラ替栓黒無地、プラマーク刻印入り、スポットなし。

12708217 常備

218 KK SBW-P 本格焼酎
ULT-PET スポット 2,000

開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。お酒
は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・
乳児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけま
しょう。

冠頭SB=全高 27mmと替栓を組み合わせた 1.8L 壜の王冠。
中の替栓は、オールプラ替栓黒無地、プラマーク刻印入り、PETスポットつき。

12708218 常備

204 KK SDW-B 直詰封緘　汎用（防錆） 2,300 開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。
アルミキャップ

冠頭 SD=全高 24mmと替栓を組み合わせた 1.8L 壜の王冠。冠頭および替栓
の単体販売もできます。冠頭（10108240）・替栓（11308201）各 1ケース 3,500 入。
替栓は防錆仕様、PETスポット貼り仕様。

12508204 常備

205 KK SDW 酒マーク　汎用 2,000 切取線に沿ってゆっくり開けてください。 冠頭SD=全高 24mmと替栓を組み合わせた 1.8L 壜の王冠 12111651 常備

（なし）KK SDW-P 酒マーク　汎用 2,000 切取線に沿ってゆっくり開けてください。 冠頭SD=全高 24mmと替栓を組み合わせた 1.8L 壜の王冠。
中の替栓は、オールプラ替栓黒無地、プラマーク刻印入り。 12811660 常備

206 KK SCW 清酒（赤）　汎用 2,000 切取線に沿ってゆっくり開けてください。 冠頭SC=全高 21mmと替栓を組み合わせた 1.8L 壜の王冠 12211651 限定

㊟中の替栓は204冠頭と同
じデザインです。プラマーク
入り。替栓単体での販売可能。

㊟上の写真の替栓は左の冠頭の
中に組合わされています。オー
ルプラ替栓、プラマーク刻印入

㊟上の写真の替栓は左の冠頭の
中に組合わされています。オール
プラ替栓、プラマーク刻印入

妊産婦に関する表示があります。

オールプラの単一素材でエコ！ 錆びない！オールプラの単一素材でエコ！


