
2022年資材カタログ　5月以降の価格改定
2023/01/01改定

平素より格別のご高配をいただき厚く御礼申し上げます。
昨今の世界的な原材料、輸送コストの価格高騰等により、本カタログ発行後の価格や規格の改定がございました。
何卒諸事情ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

※すべて税別
品名 規格 単位 旧価格 新価格

2022年5月13日販売終了
P.21 RaderFarm社製アメリカ産冷凍ブルーベリー13.6Kg

2022年5月13日より入数変更による価格改定
P.13-14 APロイヤル 12-12R 700枚入→600枚入りへ変更 箱 10,200 8,700

APロイヤル 12-19R 500枚入→400枚入りへ変更 箱 10,200 8,100
2022年6月1日より価格改定

6.0cm x 6000個 箱 11,000 13,200
7.5cm x 6000個 箱 11,500 13,000
8.0cm x 5000個 箱 9,500 11,000
9.0cm x 4000個 箱 8,200 9,200
10.5cm x 3000個 箱 8,000 9,000
12.0cm x 2000個 箱 7,500 8,700
13.5cm x 1000個 箱 7,800 8,500
15.0cm x 1000個 箱 8,500 9,600
16.5cm x 800個 箱 10,500 12,500
18.0cm x 800個 箱 12,500 14,500
21.0cm x 400個 箱 17,000 20,500
24.0cm x 100個 箱 12,500 14,000
27.0cm x 50個 箱 9,000 10,000
30.5cm x 40個 箱 8,500 9,500
36.0cm x 25個 箱 11,000 12,200
40.0cm x 20個 箱 17,000 18,000

2022年6月1日より価格改定
P.21 ｴﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ及びｼｰﾆｯｸ社製アメリカ産冷凍ブルーベリー13.6Kg 箱 13,354 15,122

2022年6月10日より価格改定
＃8   300ｍ巻 単品 巻 7,000 7,600
＃8   300ｍ巻 4巻入/箱 箱 26,600 28,880
＃10   500ｍ巻 単品 巻 5,150 5,500
＃10   500ｍ巻 4巻入/箱 箱 19,570 20,900
＃12 1000ｍ巻 単品 巻 6,450 6,900
＃12 1000ｍ巻 3巻入/箱 箱 18,380 19,665
＃13 1000ｍ巻 単品 巻 5,700 6,000
＃13 1000ｍ巻 4巻入/箱 箱 21,660 22,800
＃14 1000ｍ巻 単品 巻 4,800 5,200
＃14 1000ｍ巻 5巻入/箱 箱 22,800 24,700
＃15 1000ｍ巻 単品 巻 4,400 4,800
＃15 1000ｍ巻 5巻入/箱 箱 20,900 22,800

2022年6月24日にて販売終了
P.39 受粉用クロマルハナバチ「ブラックルン」

P.31-32 丸形ポリポット

P.36 ディックエスター線
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※すべて税別
品名 規格 単位 旧価格 新価格

2022年7月1日より価格改定
CSM-60 1850個入 箱 22,800 24,300
CSM-75 1600個入 箱 22,500 24,000
CSM-90 1080個入 箱 16,800 18,200
CSM-105 700個入 箱 13,200 14,400
CSM-120 300個入 箱 10,800 11,800
CSM-135 200個入 箱 11,200 12,200
CSM-150 240個入 箱 13,500 15,000
CSM-180 135個入 箱 12,500 13,700
CSM-210 72個入
(2022/5 入数変更）

箱 10,700 11,000

CSM-270 28個入 箱 14,300 15,700
CSM-300 12個入 箱 7,000 7,700
CSM-400 8個入 箱 12,800 13,800

2022年9月28日より価格改定（小泉製麻社製品）
ルンルン白ピカ 0.5ｍ幅 100ｍ巻 巻 9,900 10,500
ルンルン白ピカ 0.75ｍ幅 100ｍ巻 巻 14,850 15,750
ルンルン白ピカ 1.0ｍ幅 100ｍ巻 巻 19,800 21,000
ルンルン白ピカ 1.5ｍ幅 100ｍ巻 巻 29,700 31,500
ルンルン白ピカ 2.0ｍ幅 100ｍ巻 巻 39,600 42,000
ルンルン白ピカ 3.0ｍ幅 100ｍ巻 畳み 59,400 63,000
ルンルン白ピカ 4.0ｍ幅 100ｍ巻 畳み 79,200 84,000
コの字押さえピン ⾧さ150ｍｍ 700本 箱 23,100 24,500
コの字押さえピン ⾧さ200ｍｍ 500本 箱 18,500 19,700
コの字押さえピン ⾧さ250ｍｍ 400本 箱 17,200 18,200

500枚入り 箱 7,640 8,400
50枚入り 袋 765 845

P.45 ルンルンシート用補修テープ 10ｍ巻 巻 650 670
2023年1月発送分より価格改定（ネタフィムジャパン社製品、他一部潅水資材、アタゴ社商品）

デジタルECメーター DEC-2 個 18,000 19,800
DEC-2専用標準液 500ml 本 3,500 3,800
デジタルPHメーター DPH-2 個 18,000 19,800
DPH-2専用標準液（ph4.01/7.00/10.01) 500ml 本 1,500 1,600
16mmPEパイプ 100ｍ巻 40500-004300 巻 11,500 13,100
20ｍｍPEパイプ 100ｍ巻 40500-005000 巻 13,200 15,000
25ｍｍPEパイプ 50ｍ巻 40500-005600 巻 10,800 12,300
32mmPEパイプ 50ｍ巻 40500-006330 巻 17,000 20,000
ユニラムCNL DP間隔0.15 200ｍ巻 14040-000270 巻 68,000 78,000
ユニラムCNL DP間隔0.20 200ｍ巻 14040-000330 巻 57,000 65,000
ユニラムCNL DP間隔0.30 200ｍ巻 14040-000430 巻 53,000 60,000
ユニラムRC DP間隔0.20 200ｍ巻 14180-003850 巻 48,000 55,000
ユニラムRC DP間隔0.30 200ｍ巻 14180-003980 巻 42,000 48,000
ユニラムRC DP間隔0.50 200ｍ巻 14180-004130 巻 29,000 33,000

丸押さえ板

18,960
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P.33

P.56

P.42

P.44

P.55

CSM-240 60個入
（2022/10/26 入数変更）

箱 17,700

P-29-30 スリット鉢 とんでもないポット



※すべて税別
品名 規格 単位 旧価格 新価格

ストリームラインX60 0.10 200巻 16382-000051 巻 13,000 15,000
ストリームラインX60 0.20 250巻 16382-000054 巻 13,750 15,000
ストリームラインX80 0.10 200巻 16384-000057 巻 18,000 20,000
ストリームラインX80 0.20 250巻 16384-000058 巻 19,500 22,500
タイフーンプラス100 0.10 200ｍ 15695-000381 巻 28,000 32,000
タイフーンプラス100 0.20 200ｍ 15695-000415 巻 24,000 28,000
16-16バーブコネクター － 個 100 120
ストレートコネクター17×17 32500-004280 個 110 120
チーズバーブコネクター17×17×17 32500-050700 個 220 250
エルボバーブコネクター17×17 32500-050800 個 155 175
スタートコネクター16㎜×3/4バルブ付 － 個 900 1,050
ﾌﾚｱｺﾈｸﾀｰｽﾀｰﾄ16・17ｘ1/2ｵｽﾈｼﾞ 32500-025700 個 2,800 3,200
ﾌﾚｱｺﾈｸﾀｰｽﾀｰﾄ16・17ｘ3/4ｵｽﾈｼﾞ 32500-025900 個 2,900 3,200
ﾌﾚｱｺﾈｸﾀｰｽﾄﾚｰﾄ16・17ｘ16・17 32500-025480 個 2,800 3,200
スタートコネクター17×1/2ｵｽﾈｼﾞ 32500-004400 個 275 310
スタートコネクター17×3/4ｵｽﾈｼﾞ 32500-004490 個 275 310
Y型ｽﾀｰﾄｺﾈｸﾀｰ17×3/4オスネジ 32500-004600 個 385 440
ラインエンド 32500-013000 個 45 50
ジッパープラグ（赤） 32000-010950 個 22 25
フック（スタビライザー） 32000-006550 個 165 185
ﾌﾚｱｺﾈｸﾀｰｽﾀｰﾄ16×1/2ｵｽﾈｼﾞ 10個入 32500-027670 組 1,900 2,200
ﾌﾚｱｺﾈｸﾀｰｽﾄﾚｰﾄ16×16 10個入 32500-025005 組 1,650 1,850
フレアコネクターエンド16 10個入 32500-025265 組 1,550 1,750
ｽﾀｰﾄｺﾈｸﾀｰ16×1/2ｵｽﾈｼﾞ（ﾘﾝｸﾞ付） 32500-015100 個 210 240
ｽﾀｰﾄｺﾈｸﾀｰ16×3/4ｵｽﾈｼﾞ（ﾘﾝｸﾞ付） 32500-015250 個 200 230
ストレートコネクター16×16（ﾘﾝｸﾞ付） 32500-016740 個 190 210
コンビコネクター16×16PE（リング付） 32500-017040 個 155 175
エンド16（リング付） 32500-016460 個 145 165
ﾌﾚｱｺﾈｸﾀｰｽﾀｰﾄ12×1/2ｵｽﾈｼﾞ 10個入 32500-027210 組 1,650 1,850
ﾌﾚｱｺﾈｸﾀｰｽﾄﾚｰﾄ12×12 10個入 32500-027010 組 1,450 1,650
フレアコネクターエンド12 10個入 32500-027310 組 1,300 1,500
エンド12（リング付）10個入 32500-003565 組 1,300 1,500
ｽﾄﾚｰﾄｺﾈｸﾀｰ12（ﾘﾝｸﾞ付）10個入 32500-002473 組 1,200 1,400
ポットドリッパー 2L/ｈ 20500-001100 個 55 60
ポットドリッパー 4L/h 20500-001200 個 55 60
PCJ-LCNLドリッパー（バーブ）2L/h 21520-001000 個 65 75
PCJ-LCNLドリッパー（バーブ）4L/h 21520-001400 個 65 75
PCJ-LCNLドリッパー（ニップル）2L/h 21520-001100 個 65 75
PCJ-LCNLドリッパー（ニップル）4L/h 21520-001500 個 65 75
PCJ-LCNLドリッパー（ニップル）8L/h 21520-001700 個 65 75
PC-HCNL（ニップル）6L（黒） 21060-001200 個 155 175
PC-LCNL（ニップル）4L（黒） 21020-001400 個 145 165
PC-LCNL（ニップル）8.5L（緑） 21020-001500 個 145 165
PCドリッパー（ニップル）2L（赤） 21020-001000 個 145 165

P.58
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P.57

P.56

P.59

P.58



※すべて税別
品名 規格 単位 旧価格 新価格

PCドリッパー（ニップル）4L（黒） 21020-001100 個 145 165
アロードリッパー2.3L 22000-001200 個 40 45
アングルアロードリッパー2.3L 22000-001300 個 40 45
ドロップスパイク 32000-001801 個 40 45
スプレイステイク 22500-001000 個 45 50
MOD（マルチアウトレットドリッパー） 23000-001200 個 155 180
3×5㎜ ティーバーブコネクター 32500-001300 個 28 32
3×5㎜ インサートティコネクター 32500-001500 個 28 32
ドリップピンセット 弊社組み立て品 組 300 320
ポットドリッパー用スタビライザー 32000-001500 個 28 32
3×5㎜SSPE マイクロチューブ 100ｍ 40000-002050 個 5,300 6,000
3・7㎜穴 修繕プラグ 32000-001000 個 165 190
3ｍｍパンチ 45000-001630 個 6,600 7,800
5ｍｍプッシャー 45000-002200 個 7,000 8,300
3ｘ5ｍｍチューブ用バーブコネクター 32000-001900 個 35 40
ﾏﾆﾌｫｰﾙﾄﾞﾁｭｰﾌﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 1/2オスネジ 32000-002300 個 360 410
ウッドペッカードリッパー用 4枝ﾏﾆﾌｫｰﾙﾄﾞ 32000-002400 個 40 47
フラットマニフォールド2枝 32000-002530 個 28 32
アクアネットプラス DC 3/4 34500-001000 個 12,650 14,400
アクアネットプラス DC 1 34500-001100 個 12,650 14,400
アクアネットプラス DC 1・1/2 34520-001000 個 32,450 37,000
アクアネットプラス DC 2 34520-001200 個 32,450 37,000
アクアネットプラス AC 3/4 34000-001000 個 14,300 16,300
アクアネットプラス AC 1 34000-001100 個 14,300 16,300
アクアネットプラス AC 1・1/2 34020-001000 個 31,900 36,400
アクアネットプラス AC 2 34020-001200 個 31,900 36,400
オペレーティングユニット DC 3/4-1 35500-006800 個 4,180 4,760
オペレーティングユニット DC 1・1/2-2 35500-011200 個 4,180 4,760
オペレーティングユニット AC 3/4-1インチ 35500-006700 個 6,380 7,570
オペレーティングユニット AC 1・1/2-2 35500-011100 個 6,380 7,570
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P.62

P.59

P.60

P.61



2023年

3/31まで

オーシャン貿易の

第三営業部アグリ課



ブルーベリー専用パック P.1

ブルーベリーパック用
贈答・配送用化粧箱 P.3

250ｇ果実用パック
　/専用化粧箱 P.5

500ｇ果実用パック
　/専用化粧箱 P.7

かご型ブルーベリーカップ P.9

ダイヤカット型果実用パック P.11

P.13

PCカップ LMBシリーズ P.15

カタログ期限

2023 年 3月 31 日まで

本カタログに掲載されている価格は 2022 年 4月 1日時点のものとなります。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますので

ご了承ください。最近の価格はWEBショップ「オーシャン貿易オンラインショップ」にてご確認を

よろしくお願いいたします。

※ニューウインズパックは 2022 年 11 月末まで。

APロイヤルシリーズ

PCカップ（V）シリーズ P.17

紙ベジシリーズ P.18

容器類　規格一覧 P.19

冷凍果実用チャック付き袋 P.23

P.24

ブルーベリー選果機 P.27

ブルーベリーのぼり P.25

ブルーベリーパック用シール

P.21



取寄
品

5日後
発送

当日
出荷

3日後
発送

着時間
指定不可

代引
不可

個人宅

不可送料
込み

郵便
可能

送料
実費 ●

サン

プル

季節
商品

宅配便配送

路線便配送



ブルーベリ―の果実はとてもデリケート。せっかく丹精込めて育てても、お客様のお手元に

届いた時に傷んでいたのでは果実の評価を大きく落としてしまいます。

ブルーベリーのためだけに作られたパックで、大切な果実を最良の状態で守ります。

本体とフタの角に 30 個以上の通気穴を開けること

で、蒸れを防ぎます。

また、容器を積み重ねても通気穴はふさがりません。

穴は多くても、外からの汚れはしっかりと防ぎます。

蒸れによるカビを防ぐ、通気穴！

がっしり構造で果実を大切に守る！

フタがしっかり閉まり、ホッチキスいらず！

果実を高く積み重ねると、果実自体の重さによって

割れたりつぶれたりしてしまいます。

他の果実用パックに比べて深さが浅めになっている

ので、つぶれを防ぐことができます。

また、深いリブをつけたガッシリとした構造で、

長距離輸送の衝撃に耐え、果実を守ります。

管理がしやすいように、フタと本体が一体化。　大手容器製造メーカーにて日本国内で生産。

しっかりとした造りでフタも閉めやすく、ホッチキスは必要ありません。

市場で一般的に出回っている 100ｇ用のサイズと、

近年の大玉化の傾向に併せて作られた 125ｇ用の

2種のサイズをご用意。

特に 125ｇ用パックは化粧箱等の関連商品が豊富で

贈答用から市場出荷まで幅広い用途でご利用頂いて

おります。

■
■

■
■
■

■
■
■

■

■
■

■
■
■

■
■
■

■

■
■

■
■
■

■
■
■

■

用途にあわせて 2種のサイズを用意■
■

■
■
■

■
■
■

■

--- 法人様、生産組合様向けの大口出荷承ります ---------------------

50 箱以上の大口注文につきまして、お見積りをさせていただきますのでお申し付けください。

法人様に限らず、30箱を超える大口ご注文の場合は、生産に 1か月ほどかかりますので、

必要時期の 1か月以上前までにお申し込みをくださいますようよろしくお願いいたします。

ブルーベリー専用パック

100g 用 125g 用



「125ｇブルーベリー専用パック」のより詳しい
情報やスマホでのご注文は、
オーシャン貿易オンラインショップをチェック！

材　　　質

内　容　量

外　　　寸

厚　　　み

ラベル貼付面

A-PET

ブルーベリー果実 125ｇ（大粒の場合 100ｇ）

114ｘ128ｘ36(ｍｍ）　13.6ｇ

0.35ｍｍ

天面（75ｘ90ｍｍ）

14,500円（税込 15,950円）/ケース

3～ 5箱

6～10箱

11～30箱

31箱～

5％引き

7％引き

10％引き

15％引き

13,775円（税込 15,152円） ＠18.9円

13,485円（税込 14,833円）

13,050円（税込 14,355円）

12,325円（税込 13,557円）

＠18.5円

＠17.9円

＠16.9円

まとめてご購入するとお得に！■
■

■
■
■

■
■
■

■

●サンプル 無償サンプルがございます。お気軽にお申し付けください。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。
箱数によっては取寄せ後の発送です。

当日
出荷

1枚あたり

19.9円
（税込）

市場出荷に最適な、ブルーベリー専用パックです。

1枚あたり

16.9円
（税込）

入　　　数 800枚 /ケース（バラ販売不可）

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

材　　　質

内　容　量

外　　　寸

厚　　　み

ラベル貼付面

A-PET

ブルーベリー果実 100ｇ（大粒の場合 80ｇ）

111ｘ112ｘ31(ｍｍ）　8.3ｇ

0.25ｍｍ

天面（73ｘ73ｍｍ）

18,500円（税込 20,350円）/ケース

入　　　数 1,200 枚 / ケース（バラ販売不可）

ご注文箱数 値引き 価　格 1枚当りの
価格（税込）

宅配便配送 路線便配送

9 箱以下の場合は宅配便（ヤマト運輸 /ゆうパック）、10 箱

以上の場合はメーカー直送の路線便配送となります。その
場合「代金引換」「配達時間帯指定」はご利用できません。

製造日数がかかるため、30箱以上の大口のご注文の場合は、
必要時期の 1か月以上前までにご連絡ください。

大粒果実用の 100ｇパックとしても使用できる深型タイプ。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

●サンプル 無償サンプルがございます。お気軽にお申し付けください。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。
箱数によっては取寄せ後の発送です。

当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

宅配便配送 路線便配送

9 箱以下の場合は宅配便（ヤマト運輸 /ゆうパック）、10 箱

以上の場合はメーカー直送の路線便配送となります。その
場合「代金引換」「配達時間帯指定」はご利用できません。

配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

3～ 5箱

6～10箱

11～30箱

31箱～

5％引き

7％引き

10％引き

15％引き

17,575円（税込 19,332円） ＠16.1円

17,205円（税込 18,925円）

16,650円（税込 18,315円）

15,725円（税込 17,297円）

＠15.7円

＠15.2円

＠14.4円

まとめてご購入するとお得に！■
■

■
■
■

■
■
■

■

ご注文箱数 値引き 価　格 1枚当りの
価格（税込）

製造日数がかかるため、30箱以上の大口のご注文の場合は、
必要時期の 1か月以上前までにご連絡ください。

「100ｇブルーベリー専用パック」のより詳しい
情報やスマホでのご注文は、
オーシャン貿易オンラインショップをチェック！



125ｇブルーベリー専用パック×4パック
※ブルーベリー果実  約 500ｇ分相当

260×230×40ｍｍ

平置き・光沢素材の贈答用化粧箱。通気口穴があり、

内容量・生産地・生産者様名を記載いただけます。

規　格

3,200円（税込 3,520円）/ケース

内　寸

60
サイズ

宅配

80
サイズ

光沢素材。面倒な箱の組立が無く、フタを立てるだけで

組み立て完了。内容量・生産地・生産者名の記載可能。

少量の梱包に最適な贈答用化粧箱。

贈答用に最適な 6パック平置き用

ブルーベリー専用パックとの併用で大切な果実をお客様へお届けできます。

品名・内容量・生産者名等、必要な情報を記載できます。

化粧箱 25 枚 / 組入　数

10～ 29組 (250～ 725枚 ) 5％引き

まとめてご購入するとお得に！

ご注文ケース数（化粧箱枚数） 値引き 価　格/ケース

3,040円（税込 3,344円）

2,976円（税込 3,273円）

2,880円（税込 3,168円）

30～ 49組 (750～ 1225枚 )

50組～ (1250枚～ )

7％引き

10％引き

125ｇブルーベリー専用パック×6パック
※ブルーベリー果実  約 750ｇ分相当

340×260×40ｍｍ

規　格

2,600円（税込 2,860円）/ケース

内　寸

化粧箱 25 枚 / ケース入　数

10～ 29ケース (250～ 725枚 ) 5％引き

まとめてご購入するとお得に！■
■

■
■
■

■
■
■

■

ご注文ケース数（化粧箱枚数） 値引き 価　格/ケース

2,470円（税込 2,717円）

2,418円（税込 2,659円）

2,340円（税込 2,574円）

30～ 49ケース (750～ 1225枚 )

50ケース～ (1250枚～ )

7％引き

10％引き

1枚あたり

140.8円
（税込）

※パックは含まれません

※パックは含まれません

1枚あたり

114.4円
（税込）

20 ケース以上のご注文の場合は、必要時期の 1か月以上前まで
にご連絡ください。

■
■

■
■
■

■
■
■

■

ブルーベリー専用パック用  贈答及び配送用化粧箱

製造日数がかかるため、20組以上の大口のご注文の場合は、

必要時期の 1か月以上前までにご連絡ください。

●サンプル 無償サンプルがございます。お気軽にお申し付けください。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。
箱数によっては取寄せ後の発送です。

当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

宅配便配送 ヤマト運輸 /ゆうパック配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

「化粧箱」のより詳しい情報や

スマホでのご注文は、オーシャン貿易

オンラインショップへ！

●サンプル 無償サンプルがございます。お気軽にお申し付けください。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。
箱数によっては取寄せ後の発送です。

当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

宅配便配送 ヤマト運輸 /ゆうパック配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

宅配

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。



8 パック用化粧箱に別売の中敷きを使用することで、
「100ｇダイヤカット型果実用パック」「100ｇかご型ブルーベリーカップ」
にご利用頂くことができます。 P.10,12 へ

詳しくは

ペンがにじまないマット素材です。

ちょうど 1Kg 分の果実を入れることができる
配送用化粧箱。当社化粧箱の売れ筋No.1 ！

125ｇブルーベリー専用パック×8パック

※ブルーベリー果実  約 1000ｇ分相当

260×226×75ｍｍ

規　格

2,800円（税込 3,080円）/ケース

内　寸

化粧箱 25 枚 / ケース入　数

10～ 29ケース (250～ 725枚 ) 5％引き

まとめてご購入するとお得に！■
■

■
■
■

■
■
■

■

ご注文ケース数（化粧箱枚数） 値引き 価　格/ケース

2,660円（税込 2,926円）

2,604円（税込 2,864円）

2,520円（税込 2,772円）

30～ 49ケース (750～ 1225枚 )

50ケース～ (1250枚～ )

7％引き

10％引き

宅配

60
サイズ

運送コストを下げる 12パック用。
丈夫な厚手の段ボール素材で市場や量販店に。

100ｇブルーベリー専用パック×12パック

※ブルーベリー果実  約 1200ｇ分相当

2,500円（税込 2,750円）/ケース

化粧箱 20枚 /ケース入　数

10～ 29ケース (200～ 580枚 ) 5％引き

まとめてご購入するとお得に！■
■

■
■
■

■
■
■

■

ご注文ケース数（化粧箱枚数） 値引き 価　格/ケース

2,375円（税込 2,612円）

2,325円（税込 2,557円）

2,250円（税込 2,475円）

30～ 49ケース (600～ 980枚 )

50ケース～ (1000枚～ )

7％引き

10％引き

宅配

80
サイズ

125ｇブルーベリー専用パック×12パック

※ブルーベリー果実  約 1500ｇ分相当

125ｇパック用：345×265×80ｍｍ

規　格

内　寸
100ｇパック用：340×230×73ｍｍ

1枚あたり

123.2円
（税込）

1枚あたり

137.5円
（税込）

※パックは含まれません

※パックは含まれません

20 ケース以上のご注文の場合は、必要時期の 1か月以上前まで
にご連絡ください。

20ケース以上のご注文の場合は、必要時期の 1か月以上前まで
にご連絡ください。

●サンプル 無償サンプルがございます。お気軽にお申し付けください。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。
箱数によっては取寄せ後の発送です。

当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

宅配便配送 ヤマト運輸 /ゆうパック配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

●サンプル 無償サンプルがございます。お気軽にお申し付けください。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。
箱数によっては取寄せ後の発送です。

当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

宅配便配送 ヤマト運輸 /ゆうパック配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。



250ｇ果実用パック
摘み取り園のお持ち帰り用や店頭販売に最適。程よい大きさで、

果実の潰れを防ぐ大容量タイプ。

専用化粧箱を用いることで、500ｇ/1Kg 分の果実を梱包可能。

通気穴は天面に 5つ、底面に 4つ、左右に大きめの隙間が

あり、通気性を確保。

ご注文箱数 値引き 価　　格 1枚当りの
価格（税込）

材　　　質

内　容　量

外　　　寸

通　気　孔

ラベル貼付面

A-PET

250ｇ用（粒の大きさにより異なります）

123ｘ169ｘ48(ｍｍ）　15.0ｇ

天面 5つ、底面 4つ、フタ左右 2か所

天面（70ｘ140ｍｍ）

ご注文箱数が多いほど値引き致します。

団体・生産組合でご購入される場合は、お見積り致し

ますのでお気軽にご相談ください。

まとめてご購入するとお得に！■
■

■
■
■

■
■
■

■

まとめ買い割引は、400 枚入り / ケースは対象外です。

1600 枚入り / ケースのみの対応とさせていただきます。

6箱～10箱
（9600～16000枚）

7％引 ＠15.4円

11箱～
（17600枚～）

10％引 ＠14.9円

3箱～5箱
（4800～8000枚）

5％引 ＠15.8円

リブがついたがっしりした形状の
人気の大容量パック

22,990円

　　　（税込 25,289円）

22,506円

　　　（税込 24,756円）

21,780円

　　　（税込 23,958円）

通気穴は天面に5つ、底面に4つ通気穴は天面に5つ、底面に4つ

サイドに大きめの通気孔

1枚あたり

16.6円
（税込）

メーカー様在庫確保の都合上、20ケース以上のご注文の場合は、必要時期の 1か月以上前までにご連絡くだ

さい。また、製造が必要な場合もございますので大口に関してはなるべくお早目にお申し込みください。

（税込 7,150円）400 枚入 / ケース

1600 枚入 / ケース

※メーカー様のシーズン内在庫が無くなった場合は、
　予告なく販売を終了する場合がございます。

24,200円（税込 26,620円）

6,500円

本品のフタの締め方は「スライド嵌合式」

です。通常のパックと締め方が異なります

ので事前にサンプル等でご確認ください。

パックの閉じ方について

「250ｇ果実用パック /化粧箱」のより
詳しい情報やスマホでのご注文は、
オーシャン貿易オンラインショップへ！

宅配便配送 路線便配送

宅配便（ヤマト運輸 /ゆうパック）での発送。

配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

送料の計算は、400 枚入りの場合 2ケース毎に 1梱

包分、1600 枚入りの場合は 1ケース毎に 1梱包分

いただきます。

※1600 枚パックの場合

●サンプル 無償サンプルがございます。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。

ただし、大口の場合はお打合せ後となります。
当日
出荷

季節
商品 本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。



250ｇ果実用パック×2パック
※ブルーベリー果実  約 500ｇ分相当

250×177×37ｍｍ

規　格

内　寸

化粧箱 25 枚 / ケース入　数

10～ 29ケース (250～ 725枚 ) 5％引き

まとめてご購入するとお得に！■
■

■
■
■

■
■
■

■

ご注文ケース数（化粧箱枚数） 値引き 価　格/ケース

2,470円（税込 2,717円）

2,418円（税込 2,659円）

2,340円（税込 2,574円）

30～ 49ケース (750～ 1225枚 )

50ケース～ (1250枚～ )

7％引き

10％引き

宅配

60
サイズ

2,800円（税込 3,080円）/ケース

5％引き

まとめてご購入するとお得に！■
■

■
■
■

■
■
■

■

ご注文ケース数（化粧箱枚数） 値引き 価　格/ケース

2,660円（税込 2,926円）

2,604円（税込 2,864円）

2,520円（税込 2,772円）

7％引き

10％引き

宅配

80
サイズ

1枚あたり

114.4円
（税込）

※パックは含まれません

※パックは含まれません

ペンで記載しやすいマット紙素材。

通気口穴があり、内容量・生産地・生産者様名を記載

いただけます。

宅配 60サイズ内に収まる大きさの平置き・
光沢の贈答用化粧箱

250ｇ果実用パック専用 贈答及び配送用化粧箱

2,600円（税込 2,860円）/ケース

4 パック平置きタイプ。1Kg 分の果実を
入れられるので、重量計算が簡単。

250ｇ果実用パック×4パック
※ブルーベリー果実  約 1000ｇ分相当

340×250×50ｍｍ

規　格

内　寸

化粧箱 25 枚 / ケース入　数

10～ 29ケース (250～ 725枚 )

30～ 49ケース (750～ 1225枚 )

50ケース～ (1250枚～ )

20 ケース以上のご注文の場合は、必要時期の 1か月以上前まで
にご連絡ください。

20ケース以上のご注文の場合は、必要時期の 1か月以上前まで
にご連絡ください。

●サンプル 無償サンプルがございます。お気軽にお申し付けください。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。
箱数によっては取寄せ後の発送です。

当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

宅配便配送 ヤマト運輸 /ゆうパック配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

1枚あた1枚1枚

114
（税込（税込

●サンプル 無償サンプルがございます。お気軽にお申し付けください。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。
箱数によっては取寄せ後の発送です。

当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

宅配便配送 ヤマト運輸 /ゆうパック配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

※パッ※パッ※パッ※パッ※パックは含まれません

1枚あたり

123.2円
（税込）

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。



500ｇ果実用パック
店頭販売や加工用果実の発送に便利な大容量タイプ。

100 枚入とお手軽にご購入いただけます。

キロ単位で果実を送る際に便利なパックです。

天面に 15 個の通気穴あり。通気性はブルーベリー専用の

パックに比べるとかなり劣りますので、長距離輸送や贈答

などには注意が必要です。

標準的なブルーベリー果実で 500ｇ入りますが、果実の大

きさによってかなりの差が生じるため、サンプルなどで

事前に内容量をご確認ください。

重量の果実を入れるため、状況に合わせてホッチキスや

セロテープの補助が必要な場合があります。

加工果実用などに便利な大容量タイプ

「500ｇ果実用パック /化粧箱」のより
詳しい情報やスマホでのご注文は、
オーシャン貿易オンラインショップへ！

1枚あたり

33.0円
（税込）

※600 枚パック
　の場合

宅配便配送 路線便配送

宅配便（ヤマト運輸 /ゆうパック）での発送。

600 枚入大口のご注文についてはメーカー様より

路線便でお送りする場合があります。

配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。
送料の計算は、100 枚入りの場合 2ケース毎に 1梱

包分、600 枚入りの場合は 1ケース毎に 1梱包分

いただきます。

●サンプル 無償サンプルがございます。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。

ただし、大口の場合はお打合せ後となります。
当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

材　　　質

内　容　量

外　　　寸

通　気　孔

ラベル貼付面

OPS

500ｇ用（粒の大きさにより異なります）

220ｘ140ｘ48(ｍｍ）　16.7ｇ

天面 15 個

天面（100ｘ182ｍｍ）

メーカー様在庫確保の都合上、20ケース以上のご注文の場合は、必要時期の 1か月以上前までにご連絡くだ

さい。数量によっては製造が必要な場合もございますので大口に関してはなるべくお早目にお申し込みくだ

さい。また、メーカー様のシーズンない在庫がなくなった場合は、予告なく販売を終了する場合がございます。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

メーカー様在庫確保の都合上、20ケース以上のご注文の場合は、必要時期の 1か月以上前までにご連絡くだ

さい。数量によっては製造が必要な場合もございますので大口に関してはなるべくお早目にお申し込みくだ

さい。また、メーカー様のシーズンない在庫がなくなった場合は、予告なく販売を終了する場合がございます。

ご注文箱数 値引き 価　　格 1枚当りの
価格（税込）

ご注文箱数が多いほど値引き致します。

団体・生産組合でご購入される場合は、お見積り致し

ますのでお気軽にご相談ください。

まとめてご購入するとお得に！■
■

■
■
■

■
■
■

■

まとめ買い割引は、100 枚入り / ケースは対象外です。

600 枚入り / ケースのみの対応とさせていただきます。

6箱～10箱
（3600～6000枚）

7％引 ＠30.6円

11箱～
（6600枚～）

10％引 ＠29.7円

3箱～5箱
（1800～3000枚）

5％引 ＠31.3円
17,100円

　　　（税込 18,810円）

16,740円

　　　（税込 18,414円）

16,200円

　　　（税込 17,820円）

（税込 3,740円）100 枚入 / ケース

600 枚入 / ケース 18,000円（税込 19,800円）

3,400円

通気口は天面に 15個あり



500ｇ果実用パック×2パック
※ブルーベリー果実  約 1000ｇ分相当

285×225×52ｍｍ

規　格

内　寸

化粧箱 25 枚 / ケース入　数

10～ 29ケース (250～ 725枚 ) 5％引き

まとめてご購入するとお得に！■
■

■
■
■

■
■
■

■

ご注文ケース数（化粧箱枚数） 値引き 価　格/ケース

2,660円（税込 2,926円）

2,604円（税込 2,864円）

2,520円（税込 2,772円）

30～ 49ケース (750～ 1225枚 )

50ケース～ (1250枚～ )

7％引き

10％引き

宅配

60
サイズ

2,700円（税込 2,970円）/ケース

5％引き

まとめてご購入するとお得に！■
■

■
■
■

■
■
■

■

ご注文ケース数（化粧箱枚数） 値引き 価　格/ケース

2,565円（税込 2,821円）

2,511円（税込 2,762円）

2,430円（税込 2,673円）

7％引き

10％引き

宅配

80
サイズ

1枚あたり

123.2円
（税込）

※パックは含まれません

※パックは含まれません

光沢のある化粧箱。通気口穴があり、内容量・生産地・

生産者様名を記載いただけます。

1Kg 分の果実を梱包できる化粧箱です。

500ｇ果実用パック専用 贈答及び配送用化粧箱

2,800円（税込 3,080円）/ケース

500ｇ果実用パック×4パック
※ブルーベリー果実  約 2000ｇ分相当

283×222×107ｍｍ

規　格

内　寸

化粧箱 20枚 /ケース入　数

10～ 29ケース (200～ 580枚 )

30～ 49ケース (600～ 980枚 )

50ケース～ (1000枚～ )

「500ｇ果実用パック」2パック平置き×2段の 2Kg 分

梱包。重量に耐えられる丈夫な化粧箱。

通気穴・農園名記載欄あり。

「5

梱包

通気

20 ケース以上のご注文の場合は、必要時期の 1か月以上前まで
にご連絡ください。

20ケース以上のご注文の場合は、必要時期の 1か月以上前まで
にご連絡ください。

●サンプル 無償サンプルがございます。お気軽にお申し付けください。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。
箱数によっては取寄せ後の発送です。

当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

宅配便配送 ヤマト運輸 /ゆうパック配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

あたり1枚あた

123.2
（税込（税込

1枚あた1枚1枚

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

●サンプル 無償サンプルがございます。お気軽にお申し付けください。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。
箱数によっては取寄せ後の発送です。

当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

宅配便配送配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

1枚あたり

148.5円
（税込）



「かご型ブルーベリーカップ」のより

詳しい情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！

100g 用と 150ｇ用の 2種のカップと、それに対応するフタ

の組み合わせを自由に選べます。

宅配便配送

宅配便（ヤマト運輸 /ゆうパック）での発送。

配送：

送料：別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。
送料は 1箱あたり 1梱包分の送料をいただきます。

※容器とフタは別々に送料がかかります。 ●
サン

プル
無償サンプルがございます。

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

かご型ブルーベリーカップ

当日
出荷

通気性抜群のかご型タイプ。摘み取り園で使用されている

ことが多いです。容器のみ・フタのみのご購入も可能。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。

ただし、当社倉庫に多く在庫はございませんので、

ご注文が集中した場合や、「10ｃｍ高フタ」「13ｃｍ穴あき

高フタ」はメーカーより取寄せ後の発送です。

取寄せとなった場合は発送までに 3営業日程いただきます。

取寄
品

又は

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

100ｇかご型容器 10 ㎝平フタ 10 ㎝高フタ 
100ｇかご型容器＋

平フタ 2,500 組セット

※注意 1

※注意 2
10100ｇ0ｇかごかご型容器器

単品で
買うよ

り

お得な
セット単品で
買うよ

り

お得な
セット

ＰＰ A-PET A-PET容器：PP、フタ：A-PET

φ100×高さ45（mm）

重量：8.0ｇ

φ102×高さ7（ｍｍ）

重量：2.6ｇ

φ103×高さ20（ｍｍ）

重量：3.1ｇ

42,000円 /組
（税込 46,200円）

16,500円 /箱
（税込 18,150円）

12,000円 /箱
（税込 13,200円）

14,000円 /箱
（税込 15,400円）

＠18.4円 /組 ＠14.5円 /個 ＠5.2円 /枚 ＠6.1円 /枚

1,250 個 / 箱 2,500 枚 / 箱 2,500 枚 / 箱
容器：1,250 個入×2箱

フタ：2,500 枚入×1箱

※注意 1）「10 ㎝高フタ」はメーカー取寄せ品のため、発送までに 3営業日程いただきます。

※注意 2）「10 ㎝高フタ」と 100ｇかご容器を 2500 組セットで購入される場合は、44,000 円（税込 48,400 円）です。

品　名

材　質

サイズ・重量

入　数

価　格

単価（税込）



※注意 1）昨年まで販売しておりました専用フタがメーカー廃盤となったため、2022 年より仕様の異なるフタとなります。

※注意 2）「13 ㎝穴開き高フタ」はメーカー取寄せ品のため、発送までに 3営業日程いただきます。

※注意 3）「13 ㎝穴開き高フタ」と 150ｇかご容器をセットで購入される場合は、27,900 円（税込 30,690 円）で提供いた

　　　　　しますが、容器とフタの入数が異なるため容器 1000 個＋フタ 1500 枚でのお届けとなりますことご了承ください。

7,100円（税込 7,810円）/セット

100ｇかご型ブルーベリーカップ×5個用
※ブルーベリー果実  約 500ｇ分相当

258×227×30ｍｍ

規　格

内　寸

化粧箱＋仕切り板 50組分 /梱包

入　数

P.4 掲載の「125ｇ8パック用化粧箱」に専用の仕切り板を

追加することで、100ｇかご型カップにご利用頂ける化粧箱

となります。

　※150ｇかご型カップにはご利用頂けません。

仕切り板 50枚 / 化粧箱 50 枚セット

宅配

60
サイズ

仕切り板のみ 50枚 / 組

1,900円（税込 2,090円）/組●
サン

プル
無償サンプルがございます。お気軽にお申し付けください。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。
箱数によっては取寄せ後の発送です。

当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

宅配便配送 ヤマト運輸 /ゆうパック配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

【梱包内容】25 枚入化粧箱×2箱

50 枚入仕切板×1箱

150ｇかご型容器 13 ㎝平フタ 13 ㎝穴あき
高フタ 

150ｇかご型容器＋

平フタ 1,000 組セット

※注意 2

※注意 3

ＰＰ A-PET A-PET容器：PP、フタ：A-PET

24,700円 /組
（税込 27,170円）

19,000円 /箱
（税込 20,900円）

7,300円 /箱
（税込 8,030円）

10,500円 /箱
（税込 11,550円）

＠27.1円 /組 ＠20.9円 /個 ＠8.0円 /枚

1,000 個 / 箱 1,000 枚 / 箱 1,500 枚 / 箱
容器：1,000 個入×1箱

フタ：1,000 枚入×1箱

品　名

材　質

サイズ・重量

入　数

価　格

単価（税込）

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

単品で
買うよ

り

お得な
セット単品で
買うよ

り

お得な
セット

φ129×高さ45（mm）

重量：15.0ｇ

φ131×高さ8（ｍｍ）

重量：4.3ｇ

φ132×高さ22（ｍｍ）

重量：5.7ｇ

※注意 1　廃版に伴い仕様変更

＠7.7円 /枚



ダイヤカット型パック

※メーカー様のシーズン内在庫が無くなった場合は、予告なく販売を終了する場合がございます。

13,500円 /箱
（税込 14,850円）

＠12.3円 /枚

宝石のような形状のため、プレミアム感を演出して売り場に

果実を並べたい方にお勧めです。

1 枚当りの
単価（税込）

内  容  量

入　　数

外　　寸

材　　質

価　　格

重　　量

100ｇダイヤカット型

ブルーベリー果実100ｇ分相当

1,200 枚入り

109×107×50（mm）

A-PET

本体高さ30mm　蓋高さ20mm

1枚あたり 6.3ｇ

150ｇダイヤカット型

ブルーベリー果実150ｇ分相当

1,200 枚入り

A-PET

119×118×55（mm）

本体高さ33mm　蓋高さ22mm

1枚あたり 7.5ｇ

200ｇダイヤカット型

ブルーベリー果実200ｇ分相当

800 枚入り

A-PET

130×127×61（mm）

本体高さ36mm　蓋高さ25mm

1枚あたり 8.8ｇ

14,700円 /箱
（税込 16,170円）

＠13.4円 /枚

11,500円 /箱
（税込 12,650円）

＠15.8円 /枚

通  気  穴 天面に 8穴

「ダイヤカット型パック」のより詳しい

情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！

100ｇ用150ｇ用200ｇ用

●サンプル●●●●●
果実の種類や入れ方に

よって内容量（重量）

が大きく異なります。

まずはサンプルでご確

認ください。

通気穴は天面に 8つあり。

ブルーベリーだけではなく

いちご・トマト・ブドウなど

様々な果実にご利用いただけ

ます。

宅配便配送

宅配便（ヤマト運輸 /ゆうパック）での発送。

配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。

ただし、大口の場合はお打合せ後となります。
当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。



6,900円（税込 7,590円）/セット

100ｇダイヤカット型パック×4個用
※ブルーベリー果実  約 400ｇ分相当

258×227×30ｍｍ

P.4 掲載の「125ｇ8パック用化粧箱」に専用の仕切り板

を追加することで、100ｇダイヤカット型パックにご利

用頂ける化粧箱となります。

　※150ｇ/200ｇダイヤ型パックにはご利用頂けません。

仕切り板 50枚 / 化粧箱 50 枚セット

サイズ

※パックは
　含まれません

仕切り板 50枚のみ / 組

1,600円（税込 1,760円）/組

パックの耐熱温度と取り扱いについて

当社取扱いの容器の素材には、「A-PET」・「OPS」・「PP」等があります。

素材によって耐熱温度が異なるため保管にご注意ください。

※パックは
　含まれませんん

規　格

内　寸

化粧箱＋仕切り板 50組分 /梱包

入　数

●サンプル 無償サンプルがございます。お気軽にお申し付けください。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。
箱数によっては取寄せ後の発送です。

当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

宅配便配送 ヤマト運輸 /ゆうパック配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

【梱包内容】25 枚入化粧箱×2箱

50 枚入仕切板×1箱

透明性が高く、耐油性に優れた素材です。多くのパックの素材で使用されています。

ただし、耐熱性は他のプラスチック食品容器よりも低く、耐熱温度は「６０℃」です。

また耐寒性は低く、冷凍下では衝撃の強さで破損が生じる場合があります。

A - P E T

当社商品では「100ｇ・125ｇブルーベリー専用パック」、「250ｇ果実用パック」、「PCカッ

プ」、「ダイヤカット型パック」、「カップ類フタ」等多くの容器に使用されています。

●

A-PET 素材使用の製品につきまして、下記が原因でパックが変形を起こす事例がございます。

①直射日光に当たる場所に置く　　　　　　　　　　②高温になる機械のそばに置く

③西日が当たる場所やビニールハウス内に保管する　④過剰に段積みしたり、上に重いものを置く

⑤外装箱から出す、天地を無視した保管をする　　　⑥倉庫内が常に 40度を超える場所に置く

透明性が高く、耐寒性に優れている。耐熱温度は８５℃。ただし耐油性が低く、柑橘系の皮に含ま

れる油分などにより変質する場合があります。当社商品では「500ｇ果実用パック」に使用。

保管される場合は容器素材の特徴をご理解いただいた上で冷暗所に保管、及びご使用ください。

また、ご購入後 1週間以上経った商品の交換には応じられませんのでご注意ください。

O P S●

宅配

60
サイズ
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※メーカー様のシーズン内在庫が無くなった場合は、予告なく販売を終了する場合がございます。

AP ロイヤルシリーズ
スタンダードな角型の透明容器。容器とフタ一体型。

容器の中身が見えやすい作りとなっています。

「APロイヤルシリーズ」のより詳しい

情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！

宅配便配送

宅配便（ヤマト運輸 /ゆうパック）での発送。

配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

●
サン

プル
無償サンプルがございます。

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

メーカーより取寄せ後の発送のため、ご注文から

発送までに 3～ 5営業日程いただきます。

取寄
品

5日後
発送

クリアな四角い容器でリブがない形状のため、

中の果実がはっきりキレイに見えます 。

また、本体と蓋が一体型なので作業性も抜群です。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

ミニトマト・ブドウ・キンカン等、様々な果実でご

利用いただけます。

形状は正方形タイプと長方形タイプの 2種。

正方形タイプはブルーベリー等、長方形タイプは

房付きのブドウなどにご利用いただけます。

正方形型の「18-18」はブルーベリー果実が 600ｇ近

く入る大容量タイプ。

長期間の保存や長距離輸送、やわらかい果実には不

向きですが、一度にたくさんの果実を梱包したい方

におススメです。

18-18R

13-13D

製造元 エフピコチューパ株式会社
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AP ロイヤル 12-12R

ブルーベリー果実
約 180 ～ 200ｇ相当

700 枚入り

天面に 4穴

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

単価（税込）

内容量目安

ケース入数

価　　格

サイズ・重量 120×118×67mm　16ｇ

材質：A-PET

10,200円 /箱
（税込 11,220円）

＠16.0円 /枚

通 気 穴

ブルーベリー果実
約 250ｇ相当

500 枚入り

天面に 4穴

フタと容器に隙間 2か所

132×130×67mm　19.4ｇ

9,000円 /箱
（税込 9,900円）

＠19.8円 /枚

ブルーベリー果実
約 550 ～ 650ｇ相当　※注 1

300 枚入り

天面に 9穴

182×180×67mm　34.5ｇ

9,200円 /箱
（税込 10,120円）

＠33.7円 /枚

AP ロイヤル 11-16D

ブルーベリー果実
約 250 ～ 280ｇ相当

400 枚入り

単価（税込）

内容量目安

ケース入数

価　　格

サイズ・重量 160×112×67mm　20.3ｇ

材質：A-PET

8,100円 /箱
（税込 8,910円）

＠22.2円 /枚

通 気 穴

ブルーベリー果実
約 300ｇ相当

500 枚入り

天面に 6穴

187×120×60mm　22.3ｇ

10,200円 /箱
（税込 11,220円）

＠22.4円 /枚

ブルーベリー果実
約 350 ～ 420ｇ相当　※注 2

400 枚入り

天面に 6穴

182×140×67mm　26.8ｇ

9,200円 /箱
（税込 10,120円）

＠25.3円 /枚

AP ロイヤル 13-13D AP ロイヤル 18-18R

※注 1・注 2：果実の大きさや詰め方によって大きく重量が変わります。

　　　　　　   事前にサンプル等でご確認くださいますようお願いします。

AP ロイヤル 12-19R AP ロイヤル 14-18R

天面に 4穴

フタと容器に隙間 2か所
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PC カップ LMBシリーズ
従来の丸型カップに通気性を強化した汎用性の高い

青果用容器です。容器・フタの通気穴で鮮度を維持します。

容器とフタは別々にお求めください。

「PCカップ LMBシリーズ」のより

詳しい情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

※メーカー様のシーズン内在庫が無くなった場合は、予告なく販売を終了する場合がございます。

宅配便配送

宅配便（ヤマト運輸 /ゆうパック）での発送。

配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

●
サン

プル
無償サンプルがございます。

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

メーカーより取寄せ後の発送のため、ご注文から

発送までに 3～ 5営業日程いただきます。

取寄
品

5日後
発送

内容量に合わせてサイズが選べる丸カップ容器。

より通気性を強化し様々な青果物でご利用いただけるよ

うになりました！

底面に脚を付け、4か所穴をあけることにより容器内の

通気性を向上。更にフタ上部に 4か所の穴と、サイドの

ダクトで上下左右の通気性を確保しています。

ブルーベリーやミニトマト、スナップエンドウなど、

様々な青果物でご利用いただけます。

製造元 エフピコチューパ株式会社

サイズは直径 120ｍｍの容器が 2種、直径 129ｍｍ

の容器が 4種。それぞれに高さ違いがあり。

容器とフタは別々のため、必要に応じてお求めくだ

さい。

ブルーベリーに使用する際は、実の重さでつぶれる

恐れがあるため、高さのある「PC-650LMB」や

「PC-860LMB] は避けてお選びいただいた方が安心

です。
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掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

※メーカー様のシーズン内在庫が無くなった場合は、予告なく販売を終了する場合がございます。

ブルーベリー果実
約 200 ～ 220ｇ相当① PC-250  LMB 本体（120φ）

9,400円
（税込 10,340円）

② PC-350  LMB 本体（120φ）

③ PC-120φD　FS 嵌合蓋

④ PC-320  LMB 本体（129φ）

⑤ PC-430  LMB 本体（129φ）

⑥ PC-650  LMB 本体（129φ)

⑦ PC-860  LMB 本体（129φ)

⑧ PC-129φD　FS 嵌合蓋

120×120×46
6.90ｇ

品　　名 サイズ・重量 入　数

1,000 枚

価　格

10,000円
    （税込 11,000円）

7,500円
   （税込 8,250円）

11,500円
    （税込 12,650円）

12,500円
    （税込 13,750円）

9,500円
（税込 10,450円）

129×129×61
10.20ｇ

129×129×39
6.87ｇ

132×132×25
4.80ｇ

123×123×23
4.50ｇ

120×120×57
7.90ｇ

129×129×71
11.40ｇ

129×129×97
15.10ｇ

1,000 枚

1,000 枚

1,000 枚

1,000 枚

1,000 枚

1,000 枚

1,000 枚

14,500円
    （税込 15,950円）

8,000円
   （税込 8,800円）

内容量目安

ブルーベリー果実
約 240 ～ 250ｇ相当

ブルーベリー果実
約 240 ～ 250ｇ相当

ブルーベリー果実
約 320 ～ 340ｇ相当

―

―

① PC-250  LMB 本体
（120φ）

② PC-350  LMB 本体
（120φ）

③ PC-120φD　FS 嵌合蓋 ④ PC-320  LMB 本体
（129φ）

⑤ PC-430  LMB 本体
（129φ）

⑧ PC-129φD　FS 嵌合蓋⑥ PC-650  LMB 本体
（129φ)

⑦ PC-860  LMB 本体
（129φ)
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宅配便配送

宅配便（ヤマト運輸 /ゆうパック）での発送。
配送：

送料：
別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

容器とフタは別々に送料がかかります。

●サンプル 無償サンプルがございます。

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

メーカーより取寄せ後の発送のため、ご注文から

発送までに 3～ 5営業日程いただきます。

取寄
品

5日後
発送

PC カップ（V) シリーズ
密封性の高いバケツ型のカップです

好みのサイズの容器とフタを組み合わせてご注文いただ

けます。

②PC-200MB(V) ③PC-250MB(V) ⑤10cm高フタ

⑥PC-300MB(V)

①PC-180MB(V) ④PC-100φTC

⑦PC-430MB(V) ⑧PC-700MB(V) ⑩穴開き高フタ

① PC-180MB 本体（V) 14,200円（税込 15,620円）

② PC-200MB 本体（V)

③ PC-250MB 本体（V)

④ PC-100φTC（10 ㎝平フタ）

⑤ 10 ㎝高フタ

⑥ PC-300MB 本体（V)

⑦ PC-430MB 本体（V)

⑧ PC-700MB 本体（V)

⑨ PC-129φTC（13 ㎝平フタ）

⑩ 13 ㎝穴開き高フタ

直径 100×39

直径 100×43

直径 100×52

直径 102×7

直径 103×20

直径 129×40

直径 129×56

直径 129×95

直径 132×7

直径 131×22

品　　名 外寸（ｍｍ） 1枚重量 入　数

2,500 枚4.3ｇ

4.3ｇ

5.4ｇ

2.3ｇ

3.1ｇ

7.6ｇ

9.5ｇ

12.9ｇ

4.3ｇ

5.7ｇ

2,500 枚

2,500 枚

2,500 枚

2,500 枚

1,000 枚

1,000 枚

1,000 枚

1,000 枚

1,500 枚

価　格

14,800円（税込 16,280円）

15,200円（税込 16,720円）

12,200円（税込 13,420円）

14,000円（税込 15,400円）

11,200円（税込 12,320円）

13,800円（税込 15,180円）

15,600円（税込 17,160円）

7,500円（税込 8,250円）

10,500円（税込 11,550円）

材質：A-PET

⑨13cm平フタ

「PCカップ（V）シリーズ」のより

詳しい情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！

様々な青果物でご利用いただける汎用容器です。

「穴あき高フタ」以外は通気性がないためご注意を。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。
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紙ベジシリーズ
環境に配慮したサステナブルな紙素材の汎用容器です。

ブルーベリーだけでなく様々な果実や野菜に使用できます。

紙ベジ 80角　FSM

ブルーベリー果実

約100～125ｇ相当

600 枚入り

容器左右に 3穴ずつ

23,000円 /箱
（税込 25,300円）

＠42.1円 /枚

「紙ベジシリーズ」のより詳しい

情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！

環境負荷の少ない紙素材の容器です。

持続可能な森林活用・保全を目的として誕生した認証で

ある「FSC 認証」を取得している製品です。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

色は「赤」と「黒」の 2色（箱内面はどちらも緑色）。

サイズは 4種類を展開しています。

ブルーベリーだけでなくミニトマトなどの青果物等に

ご利用いただけます。

単価（税込）

内容量目安

ケース入数

外　　寸

材　　質

価　　格

1 枚あたり重量

通  気  穴

紙ベジ 85角　FSM 紙ベジ 90 角　FSM 紙ベジ 95 角　FSM

ブルーベリー果実

約150～175ｇ相当

ブルーベリー果実

約175～200ｇ相当

ブルーベリー果実

約225～250ｇ相当

80×80×60（mm）

10.8ｇ

紙

600 枚入り

85×85×65（mm）

12.1ｇ

600 枚入り

90×90×70（mm）

13.3ｇ

600 枚入り

95×95×75（mm）

14.7ｇ

※メーカー様のシーズン内在庫が無くなった場合は、予告なく販売を終了する場合がございます。

宅配便配送

宅配便（ヤマト運輸 /ゆうパック）での発送。

配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

●
サン

プル
無償サンプルがございます。

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

メーカーより取寄せ後の発送のため、ご注文から

発送までに 3～ 5営業日程いただきます。

取寄
品

5日後
発送

24,400円 /箱
（税込 26,840円）

＠44.7円 /枚

27,000円 /箱
（税込 29,700円）

＠49.5円 /枚

28,800円 /箱
（税込 31,680円）

＠52.8円 /枚

※窓部分に透明フィルムの貼付あり
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容器類　規格一覧
容器に入れる果実の種類や大きさなどによって、容器の相性があります。

ご利用されるスタイルに合わせた容器をご使用ください。

※内容量は一般的な中粒程度のブルーベリー果実で測定しています。

　粒の大きさによって誤差が生じますので、正確な重量はサンプル等でご確認ください。

※かご型ブルーベリーカップ・PCカップシリーズはフタなしの状態での外寸です。

※通気性は右表のとおりの評価となります。

　果実の硬さや使用目的に合わせて選択ください。
非常に優れている

優れている

やや劣る

通気性なし

◎

○

△

×

〇

OPS

△

材　質

入　数

品　名

外寸 /重量

100ｇブルーベリー
専用パック

125ｇブルーベリー
専用パック

250ｇ果実用パック 500ｇ果実用パック

A-PETA-PET

1,200 枚入り

111×112×31 ㎜、8.3ｇ

◎

800 枚入り

114×128×36 ㎜、13.6ｇ

◎

ＰＰ ＰＰ

400 枚 /1,600 枚入り

A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-PEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-PEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰ ＰＰＰＰＰＰ

内容量

通気孔

通気性評価

価格（税込）

1 枚当たりの
単価（税込）

100ｇ（大粒で 80ｇ）

A-PET

容器側面 16 か所
フタ 20 か所

20,350円 /ケース

16.9円 /枚

125ｇ（大粒で 100ｇ）

A-PET

●P.2 ●P.2

容器側面 14 か所
フタ 18 か所

15,950円 /ケース

19.9円 /枚

A-PET

●P.5

約 250ｇ

123×169×48 ㎜、15.0ｇ

天面 5か所、底面 4か所
フタ左右 2か所

7,150円 /400枚入ケース

26,620円 /1600枚入ケース

16.6円 /枚 ※1600 枚入
　の場合

●P.7
100 枚 / 600 枚入り

約 500ｇ

220×140×48 ㎜、16.7ｇ

天面 15 か所

3,740円 /100枚入ケース

19,800円 /600枚入ケース

33.0円 /枚 ※600 枚入
　の場合

A-PET

1,250 個入り

φ100×高45㎜、8.0ｇ

◎ ◎

約 100ｇ

PP

かご状

14.5円 /個（容器のみ）

18,150円 /

材　質

入　数

品　名

外寸 /重量

内容量

通気孔

通気性評価

価格（税込）

1 枚当たりの
単価（税込）

100ｇかご型
ブルーベリーカップ

A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-PEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPETT●P.9

容器のみ
1250 個入

46,200円 /
容器+フタ
 2500 組

150ｇかご型
ブルーベリーカップ

●P.10
1,000 個入り

φ129×高45㎜、15.0ｇ

約 150ｇ

PP

かご状

20.9円 /個（容器のみ）

20,900円 /
容器のみ
1000 個入

27,170円 /
容器+フタ
 1000 組

100ｇダイヤカット
型パック

150ｇダイヤカット
型パック

200ｇダイヤカット
型パック

1,200 個入り 1,200 個入り 800 個入り

約 100ｇ 約 150ｇ 約 200ｇ

A-PET A-PET A-PET

109×107×50㎜、6.3ｇ 119×118×55㎜、7.5ｇ 130×127×61㎜、8.8ｇ

天面に 8穴 天面に 8穴 天面に 8穴

△ △ △

14,850円 /ケース 16,170円 /ケース 12,650円 /ケース

12.3円 /枚 13.4円 /枚 15.8円 /枚

●P.11 ●P.11 ●P.11
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入　数

内容量

材　質

外寸(mm)/重量

通気性

価格（税込）

1枚当たり

品　名

12-12R

●   AP ロイヤルシリーズ　　P.13・14

1212-1-12R2R2R2R2R2R2R2R2R2R2R2R2R2R2R 13-13D 18-18R 11-16D 12-19R 14-18R

700 枚入り

180 ～ 200ｇ相当

A-PET

120×118×67、16ｇ

△

11,220円 /箱

＠16.0円 /枚

500 枚入り

約 250ｇ相当

A-PET

132×130×67、19.4ｇ

△

9,900円 /箱

＠19.8円 /枚

300 枚入り

550 ～ 650ｇ相当

A-PET

182×180×67、34.5ｇ

△

10,120円 /箱

＠33.7円 /枚

400 枚入り

250 ～ 280ｇ相当

A-PET

160×112×67、30ｇ

△

8,910円 /箱

＠22.2円 /枚

500 枚入り

約 300ｇ相当

A-PET

187×120×60、22.3ｇ

△

11,220円 /箱

＠22.4円 /枚

400 枚入り

350 ～ 420ｇ相当

A-PET

182×140×67、26.8ｇ

△

10,120円 /箱

＠25.3円 /枚

入　数

材　質

外寸(mm)/重量

通気性

価格（税込）

1枚当たり

品　名

PC-250LMB本体

●   PC カップ LMBシリーズ　　P.15・16

1,000 枚入り

A-PET

120×120×46、6.9ｇ

○

10,340円 /箱

＠10.3円 /枚

1,000 枚入り

A-PET

120×120×57、7.9ｇ

11,000円 /箱

＠11.0円 /枚

1,000 枚入り

A-PET

129×129×39、6.8ｇ

10,450円 /箱

＠10.4円 /枚

1,000 枚入り

A-PET

129×129×61、10.2ｇ

12,650円 /箱

＠12.6円 /枚

1,000 枚入り

A-PET

129×129×71、11.4ｇ

13,750円 /箱

＠13.7円 /枚

1,000 枚入り

A-PET

129×129×97、15.1ｇ

15,950円 /箱

＠15.9円 /枚

入　数

材　質

外寸(mm)/重量

通気性

価格（税込）

1枚当たり

品　名

PC-180MB(V)

●   PC カップ（V）シリーズ　　P.17

2,500 枚入り

A-PET

φ100×39、4.3ｇ

×

15,620円 /箱

＠6.2円 /枚

2,500 枚入り

A-PET

×

16,280円 /箱

＠6.5円 /枚

2,500 枚入り

A-PET

×

16,720円 /箱

＠6.6円 /枚

1,000 枚入り

A-PET

×

12,320円 /箱

＠12.3円 /枚

1,000 枚入り

A-PET

×

15,180円 /箱

＠15.1円 /枚

1,000 枚入り

A-PET

×

17,160円 /箱

＠17.1円 /枚

PC-350LMB本体 PC-320LMB本体 PC-430LMB本体 PC-650LMB本体 PC-860LMB本体

○ ○○○ ○

PC-200MB(V) PC-250MB(V) PC-300MB(V) PC-430MB(V) PC-700MB(V)

φ100×43、4.3ｇ φ100×52、5.4ｇ φ129×40、7.6ｇ φ129×56、9.5ｇ φ129×95、12.9ｇ

入　数

内容量

材　質

外寸(mm)/重量

通気性

価格（税込）

1枚当たり

品　名

12-12R

●   紙ベジシリーズ　　P.18

600 枚入り

100 ～ 125ｇ相当

紙

80×80×60、10.8ｇ

△

25,300円 /箱

＠42.1円 /枚

紙ベジ80角 FSM 紙ベジ85角 FSM 紙ベジ90角 FSM 紙ベジ95角 FSM

600 枚入り

150 ～ 175ｇ相当

紙

85×85×65、12.1ｇ

△

26,840円 /箱

＠44.7円 /枚

600 枚入り

175 ～ 200ｇ相当

紙

90×90×70、13.3ｇ

△

29,700円 /箱

＠49.5円 /枚

600 枚入り

225 ～ 250ｇ相当

紙

95×95×75、14.7ｇ

△

31,680円 /箱

＠52.8円 /枚

ダイヤカット型パックのように
フタに高さがある場合や、500
ｇ果実用パック等のように大型
の容器の場合は果実の大きさや
入れ方によって内容量が大きく
異なります。
事前にサンプルにて内容量を
ご確認くださいますようお願い
します。
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たっぷり使える 13.6Kg 入りの業務用サイズです。

IQF（個別急速冷凍）で 1粒 1粒がばらばらに冷凍されて

いるため、非常に使いやすいのが特徴です。

オリジナルブランドのブルーベリー商品を作られている

お客様にご好評いただいております。

RaderFarm 社製のブルーベリーについては在庫がなくなり

次第取り扱いを終了いたしますことから、セール価格で

提供いたします。お求めやすい価格となっておりますので

この機会にぜひお試しください。

IQF アメリカ産
冷凍ブルーベリー 13.6Kg

商品名

内容量

原産地

IQF アメリカ産冷凍ブルーベリー

13.6Kg/ 箱※小分け包装はされていません

アメリカ合衆国

冷凍保存（-18℃以下）

開封後はお早目にご使用ください。
保存方法

製造より 2年（外箱に記載）
※現在提供している賞品は2023年夏頃

消費期限

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

少量の場合は AM10 時までのご注文で当日出荷可能。
大口の場合は 3営業日前後いただきます。

宅配便配送配送：

送料：送料込み。離島については別途必要。

使い方はアイデア次第で無限大！
ブルーベリーはアイデア次第で様々な料理にご利用いただけます。

本商品は、ジュースなどを製造されてるメーカー様、オリジナルのジャムを全国に販売されているブルーベリー生産農家

様、アイスやかき氷販売のお店など、多くのお客様にご愛用いただいています。

使い方はアイデア次第で無限大！

路線便配送

別途送料不要ですが、一部離島はフェリー代がかかる
場合があるため実費請求となります。

着時間
指定不可

代引
不可

送料
込み

少量の場合は佐川急便クール冷凍便でお送りします

が、配送元の意向により配達時間帯指定はお約束で

きません。

大口の場合は冷凍用路線トラック便でお送りいたし

ます。

3日後
発送

・配達時間帯指定

・代金引換決済

・日曜・祝日のお届け

　のサービスはご利用できません。

RaderFarm社製冷凍ブルーベリー 13.6Kg
（輸入元：丸源エフピージェー（株））

12,130円（税込 13,100円）/箱

エンフィールド及びシーニック社製
冷凍ブルーベリー 13.6Kg（輸入元：正栄食品工業（株））

13,354円（税込 14,422円）/箱

在庫一掃
SALE!

※本品は在庫がなくなり次第販売終了します

「冷凍ブルーベリー」の

より詳しい情報は、

オーシャン貿易

オンラインショップへ！



名称 /

原材料

ナチュラルミネラルウォーター

/水（鉱水）
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掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

富士山天然水バナジウム 150
「バナジウム 150」の

より詳しい情報は、

オーシャン貿易

オンラインショップへ！

富士山に降り注いだ雨や雪が長い年月をかけて玄武岩層を通り抜け、

岩石中のバナジウムやカルシウム、マグネシウム等をじっくりゆっくり

溶かし込んだ天然水です。

富士山の麓「朝霧高原」の地下約 200ｍの井戸からくみ上げた、

バナジウム含有率 150μｇ/Lのミネラルウォーターです。

バナジウムは必須ミネラルの一つとされる微量元素です。

ミネラルとは体の機能維持や調節に欠かすことのできない栄養素で、

体内では生成されないため食品から摂取しなければいけません。

そのため、毎日飲む水で効率的にミネラルを摂りましょう。

成分表示

エネルギー

タンパク質

脂　　質

炭水化物

ＰＨ値

ナトリウム

カルシウム

マグネシウム

カリウム

硬　　度

バナジウム

０kcal

０g

０g

０g

８.５（弱アルカリ性）

８０mg

１５mg

１１mg

２.９mg

８２mg／Ｌ（中硬度）

１５０μg／Ｌ（０.１５mg／ L）

「富士山天然水バナジウム 150」は硬度 82 ㎎ /L の

「中硬水」。日本の天然水に多い「軟水」よりも多くの

カルシウムやその他のミネラルもバランスよく含まれて

おり、硬水が苦手な方にも美味しく飲んでいただけます。

また、加熱してもミネラルの効果が変わりませんので、

お茶や料理に幅広くご利用いただけます。

体内で不足している水分を意識的に補うことで、体内の

水バランスを整えることができます。一度に大量の水を

飲むのではなく、コップ 1杯程度の量を回数多く

6～ 8回ほどに分けて飲むようにすると効果的です。

富士山天然水バナジウム 150　1,000ml あたりの成分表示

商品名

内容量

産地

富士山天然水バナジウム 150

２Ｌペットボトル６本入 /箱　２箱分
計 12 本 24Ｌ分

静岡県

朝霧ビバレッジ株式会社製造元

開封後は速やかに飲みきって頂くか、

冷蔵庫にて保管お願い致します。
保存方法

当日
出荷

送料
込み

宅配便配送配送：

送料：送料込み。離島については別途必要。

ゆうパック・佐川急便

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。 3,200円（税込 3,456円）/組
2 リットル×6本 / 箱　2箱分（計 12本分）
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冷凍ブルーベリー果実が約 500ｇ分入るチャック付き袋です。

ハサミでカットするまで密閉性を保つため、果実ご購入者様に安全・

安心感をアピールできます。

チャックの逆側から果実を入れ、詰めた後はシール機（シーラー）

で溶接し、密封をしてください。

密封溶接に使用するシール機は別途必要となります。シーラーは当店

にて販売しておりませんので、お客様にてご用意ください。

※ご利用頂けるシール機のサイズは 20 ㎝幅以上のものです。

※開封後の返品はお受けできませんので、予めサンプルでご確認ください。

※本商品は真空パック用ではございません。

使  用  方  法

袋上部をハサミでカットするまで密封が保持できる袋です。

冷凍のまま保管可能。

冷凍果実用チャック付き袋
「冷凍チャック付き袋」のより詳しい

情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！

入　　　数

内　容　量

材　　　質

200 枚組  / 1,000 枚組

冷凍ブルーベリー果実 500ｇ分相当

ナイロンフィルム

15.9×28.4 ㎝袋　外　寸

14.3×25 ㎝内寸 ( 梱包部分）

3,500円（税込 3,850円）入数：200 枚

17,000円（税込 18,700円）入数：1,000 枚

（200 枚入×5セット）

お客様の園のロゴマーク等の
シールを貼っていただくと、
オリジナルの商品として、ア
ピール頂くことができます。

また、ブルーベリー以外の
果物や野菜にもご利用頂け
ます。

透明・無地色

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

●
サン

プル
無償サンプルがございます。お気軽にお申し付けください。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

宅配便配送配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。
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掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

ブルーベリーパック用シール
鮮やかなデザインで、目につきやすく覚えてもらいやすいラベル。

パックの大きさや用途に合わせて 2種のサイズがあります。

太陽をたっぷりあびた果実をイメージしたシール。

化粧箱等のワンポイントなどにもご使用いただけます。

インパクトを与える直径 60 ㎜シール。

中の果実が見えやすい直径 40 ㎜シール。

お好みのサイズをご指定下さい。

実物大

60ｍｍシール 40mmシール

※当社ではシールラベルのデザイン依頼や、お客様独自のシール作成や印刷、

　シールラベル作製対応業者の紹介は行っておりません。

　また、本ラベルデザインを他製品に転用されないようお願い申し上げます。

入数：1,200 枚入 / 袋

直径 60mm

直径 40mm

配　　送

4,000円（税込 4,400円）

5,000円（税込 5,500円）

ブルーベリーパック用シールの使用例

100ｇかご型ブルーベリーカップ

40 ㎜シール 60 ㎜シール 40 ㎜シール 60 ㎜シール

使用不可

×

40 ㎜シール 60 ㎜シール

本商品は軽量及び小サイズのため、レターパックもしくは

定形外郵便にて、お届け先ポストへ投函にてお送りすることがで

きます。ただし以下をご注意ください。

①代金引換決済・配達日時指定はご利用いただけません。

②直径60㎜は 1組、直径40㎜は 3組までとし、

　複数に分けての発送や、他商品との梱包は不可といたします。

③送料はご注文数量によって異なりますので、計量後に提示します。

④宅配便で送る他商品がある場合はそちらに同梱いたします。

125ｇブルーベリー専用パック 100ｇダイヤカット型パック

「ブルーベリーパック用シール」のより

詳しい情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！

●サンプル 無償サンプルがございます。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

宅配便配送配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で

送料無料対象。

郵便
可能

レターパック又は定形外郵便

郵便配送

郵便配送をご活用ください

ヤマト運輸・ゆうパック

定形外郵便・レターパックライト

直径 60ｍｍのシールは当社在庫がなくなり次第、販売を終了を

させていただきます。予めご了承の程よろしくお願いいたします。

【重要なお知らせ】　～直径60㎜サイズの終売について～
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ブルーベリーのぼり
農場や道路沿いに複数まとめて立てるだけで農場の存在を強く

アピールします。動くものに注意を向ける人間の「動物性本能」

に訴えることで、驚異的な集客効果をもたらします。

デジタル全盛の現代においても、のぼりは様々なシーン

で使われ続けています。

少ない予算でも設置でき、場所も取らず、目を引きよく

目立つのぼりは広告の王様ともいえます。

雨にも強い全天候型の高級ナイロン製。

耐久性が高く繰り返し使用可能。

白地部分に「農場・電話番号」等を書き込めるスペ

ースあり。

のぼり 5枚までなら郵便配送（ポスト投函）可能。

送料を節約できます。

1.

2.

3.

45 ㎝

150
㎝

農園名など

記載できます。
※マジックペンなどで

お客様で記載ください。

5 ～ 9枚

10 枚以上

素　材

旗サイズ

ナイロン製

45×150（cm）

1 ～ 4枚

素　材 ナイロン製

「ブルーベリーのぼり」のより詳しい

情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！

宅配便配送配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で
送料無料対象。

郵便配送

ヤマト運輸・ゆうパック

定形外郵便・レターパックライト

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

郵便
可能

レターパック又は定形外郵便

配　　送

ブルーベリーのぼりの郵便配送は、以下の

場合のみ対応させていただきます。

①代金引換決済・配達日時指定不可。

②のぼり5枚までの対応となります。

　複数に分けての発送や、他商品との梱包

　は不可といたします。

③送料は数量によって異なりますので、

　計量後に提示します。

④宅配便で送る他商品がある場合はそちら

　に同梱いたします。

郵便配送について

ご注文数によって単価が異なります。

1,250円（税込 1,375円）/枚

1,200円（税込 1,320円）/枚

1,100円（税込 1,210円）/枚



のぼりについてよくあるお問い合わせ

大変申し訳ございませんが、当社では印刷や代

理での記入は行っておりません。

お客様にて油性ペン等でご記入くださいますよ

うお願いいたします。

また、オリジナルデザインの旗作成も承ってお

りません。

あしからずご了承ください。

のぼりは屋外用のインクを使用されていますの

で、水濡れには強いですが、擦れには強くあり

ません。洗濯やアイロンは行わないでください。

また、のぼりの寿命は 3か月といわれています。

夜間やお休みの日は室内で保管いただくだけで

も長持ちにつながります。

汚れた旗はお店や農場のイメージダウンにもつ

ながる場合がありますので、定期的な交換をお

薦めします。

農園名や電話番号を印刷又は代筆して作成して

もらえますか？

Q1.

A1.

Q2.

A2.

旗を長持ちさせるコツはありますか？

Q3.

A3.

旗の設置方法にコツなどありますか？

農場の存在に気付かせるにはインパクトが

必要です。5本・10 本とまとめて  旗を立て

て存在感をアピールしましょう。

また一般的に、旗と旗との間隔は 1.8ｍ（1間）

が日本人にとって見やすい間隔だと言われて

います。

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー

1m80 ㎝ 1m80 ㎝

ポール 10本 / 箱

規　格

入　数

2 段階伸縮式 3ｍポール　白色

横棒 60 ㎝

10 本入り /箱

※1本ずつのバラ単位の販売は

　いたしておりません。

宅配便配送

宅配便（ヤマト運輸）での発送。

※長物発送対応の便で発送いたします。ゆうパックでの

　お届けはできません。

配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。

ただし、大口の場合はお打合せ後となります。

当日
出荷

季節
商品

本商品は 4月～ 9月末までの季節限定販売です。

本年度より「のぼり用ポール」の販売を再開いたします。

ぜひ、のぼりと一緒にご使用ください。

※ポールを立てるための土台の販売はいたしておりません。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

5,500円（税込 6,050円）/箱

26

横棒はポールの中に

入ってますので

取り出してご使用

ください。
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掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

今まで収穫後に長い時間かかっていた選別が短時間で！

手選別によるブルーム落ちが抑えられ、果実の価値を下げません。

ブルーベリー選果機

お客様のご希望通りの果実サイズを選別できるようオーダーメイドで製作します

円筒を取り替えることで、どのサイズの規格

にも合せることができます。

スピードコントローラーにより、円筒の回転

速度が調整できます。

大型キャスター（100φ）付で移動が楽にで

きます。

1.

2.

3.

円筒の角度が調節でき、果実を投入・選別す

る時間が調整できます。4.

5. 高さ調節ができ、作業の負担を軽減します。送料
実費

※商品にかごはついておりません。

SE150　4サイズ選別機SE120　3サイズ選別機

1100×2500×750 ㎜ 1100×2800×750 ㎜

単相 100V　60W 単相 100V　60W

円筒式 3段階 円筒式 4段階

30 ～ 150Kg/ｈ

70Kg 85Kg

お電話・FAX・オンラインショップよりご注文ください。

お支払方法は「銀行振込（前払い）」・「郵便振替（前払い）」のみとさせていただきます。

ご注文を確認致しましたら、担当スタッフよりお電話させていただきます。

選別する果実の大きさをご指定いただけますのでご相談ください。

送料を含めたお見積りをいたします。ご確認のあとにご購入を最終的にご判断頂けます。

※送料はお届け先地域によって異なるため、実費でいただきます。

前払いにてお支払いを頂きます。

ご入金が確認できましたら選果機の製造を開始いたします。

製造開始から完成までに通常は 2か月ほどですが、受注時期によっては 3か月以上かかる場合があります。

完成しましたらご連絡致しますので、お届け日にご指定がございましたらその際にご指示ください。

お届けまでの流れ

高さ×長さ×幅

動　　力

選 別 数

能　　力

重　　量

価　　格 540,000円（税込 594,000円） 660,000円（税込 726,000円）

「ブルーベリー選果機」のより詳しい

情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！

30 ～ 150Kg/ｈ



オーシャン貿易のブルーベリー養液栽培システム

「バッグカルチャーシステム」でも使用。

果樹や植木の育成などの大型植木鉢として。

BB ポット（＃25～＃100）

果樹・植木の育成、トマト・ナス等の家庭栽培。

ブルーベリー・サクランボ・みかん等果実の生産販売

・大型植木鉢として花の鑑賞など、様々な用途にご利用

頂けます。

1.

2.

潅水・防除・肥料などの管理が簡単。

底部は足ゲタ形状のため、枕木、

ブロック等の必要はありません

＃25

＃45

＃60

＃100

品番 価　　格直径
（mm）

385

480

515

664

高さ
（mm）

310

380

420

430

梱包単位

10 個入

10 個入

10 個入

5個入

容　　量

約 25ℓ（13 号鉢相当）

約 45ℓ（15 号鉢相当）

約 60ℓ（17 号鉢相当）

約 100ℓ（22 号鉢相当）

※1個単位でのバラ販売は行っておりません。

底　面

製 造 元 DIC プラスチック株式会社

材  　質 ポリプロピレン

別途送料不要ですが、

一部離島はフェリー代がかかる場合

があるため実費請求となります。

着時間
指定不可

代引
不可

本商品は路線トラック便配送につき、

・配達時間帯指定

・代金引換決済

・日曜・祝日のお届け

のサービスはご利用できません。

送料
込み

3日後
発送

ご注文より２～ 3営業日後の出荷。

配送：

送料：送料無料（離島は例外あり）

路線便配送

四国・九州・北海道へのお届けは、

発送からお届けまでに日数をいただきます。

メーカー直送

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

上から

「BBポット＃25～＃100」のより詳しい

情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！
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6,300円 （税込 6,930円）

9,500円（税込 10,450円）

11,500円（税込 12,650円）

14,000円（税込 15,400円）
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根のサークリングを防止。鉢内の余分な水分を除去する効果により、根腐れを防ぎます。

豊富なサイズにより、果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸にご利用頂けます。

とんでもないポット（スリット鉢）

※スリット鉢で育てた植物の根

根巻きの原因は停滞水と結露水

鉢内の用土の水分を均一化することで、根腐れを防ぎます

用土の有効利用

サークリングを防止することで用土を有効利用し、

植物の育成に大きな効果があります。

傷つきにくい素材

弾力性のある硬質ポリ素材。傷つきにくく丈夫です。

水

乾燥

適湿

加湿

ここが乾燥

根が巻きやすい

停滞水及び結露水

ポット栽培で問題となる根巻き（サークリング）は、ポット内が加湿になることで生じます。

普段使われているポットの内部では、下図のような水分の移動が生じています。

一般的なポット

通常のポットの場合、潅水された水の大

部分は底穴から排出されるが、一部は表

面張力水となって容器の側壁と用土の間

で停滞します。

更に丸穴の場合、水が表面張力で穴をふ

さいだままにし、酸素を入りにくくします。 

スリット鉢は、側壁から底面へのスリ

ット穴による作用で、この停滞水と結

露水をすべて取り除くことができます。

底部に水が余分に残らないことにより

、ポット内の用土の水分は均一になり

ます。

スリットの所で

根は止まり、

枝根が増える。

スリット

下半分の水分も抜け

ポット内の水分は均一に

水

スリット鉢

「とんでもないポット」のより詳しい

情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！



製造元 南出株式会社

色

通常「モスグリーン」でお請けします。

※紺色はメーカー様常時在庫品ではないた

　め、　在庫確認後の受注とさせていただき

　ます。

※茶色は受注生産品のため、当店では取り

　扱いしておりません。

容　量 入　数 価　格外径
(mm)

高さ
(mm)品　名

CSM-60

CSM-400 ( 丸）

CSM-300

CSM-270

CSM-240

CSM-210

CSM-180

CSM-150

CSM-135

CSM-120

CSM-105

CSM-90

CSM-75

8 個入

12 個入

28 個入

56 個入

78 個入

135 個入

240 個入

200 個入

300 個入

700 個入

1,080 個入

1,600 個入

1,850 個入

400

60

75

90

105

120

135

150

180

210

240

270

300

330

56

67

75

90

100

110

125

160

190

210

236

265

約 30ℓ

約 100cc

約 200cc

約 300cc

約 500cc

約 650cc

約 900cc

約 1.5ℓ

約 2.8ℓ

約 4.5ℓ

約 7.0ℓ

約 9.5ℓ

約 13.5ℓ

※CSM-400( 丸 ) の入数は 2021 年に 5個入から 8個入へ変更いたしました。　※1個単位でのバラ販売は行っておりません。

CSM-270
CSM-300

CSM-240
CSM-210

CSM-120 CSM-135 CSM-150

CSM-180

CSM-400

北海道・沖縄・一部離島は実費請求となります。

陸送のためフェリー代等がかかります。

【重要】送料は地域により実費請求及び中継料

　　　   が発生する場合がございます

別途送料不要ですが、北海道・沖縄・一部離島は

実費請求となり、一部地域は中継料やフェリー代

がかかる場合があります（右記参照）。

2022 年 4月現在、在庫が不安定な状態です。

発送までに日数がかかる場合はすぐにご連絡します。

ご注文後に送料追加料金に加えて、発送先地域によっては

中継料が発生します。

※その他の地域に関しても、九州南部へのお届けに際して

　中継料が発生する場合がございます。

※中継料・実費が生じる場合、早急に金額をお知らせいた

　します。金額ご了承後に発送手配いたします。

※前払い決済をお選びの方は、当社からのお振込依頼を

　待ってからのご送金をお願いいたします。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。
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22,800円（税込 25,080円）

22,500円（税込 24,750円）

16,800円（税込 18,480円）

13,200円（税込 14,520円）

10,800円（税込 11,880円）

11,200円（税込 12,320円）

13,500円（税込 14,850円）

12,500円（税込 13,750円）

10,700円（税込 11,770円）

16,400円（税込 18,040円）

14,300円（税込 15,730円）

7,000円     （税込 7,700円）

12,800円（税込 14,080円）

着時間
指定不可

代引
不可

本商品は路線トラック便配送につき、

・配達時間帯指定

・代金引換決済

・日曜・祝日のお届け

のサービスはご利用できません。

送料
込み

3日後
発送

ご注文より２～ 3営業日後の出荷。

配送：

送料：送料無料（一部地域例外あり）

路線便配送 メーカー直送
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PE（ポリエチレン）製のシンプルで使いやすいタイプの

ポットです。スペア苗の養生や育成に。

丸型ポリポット

充実のラインナップ

ポリポット 24cm・27cm・30.5cm・36cm・40.0cm は、

つかみやすい取って付き！

一般的に使用されている柔らかく軽い、安価なポリ

エチレン製のポットです。家庭栽培や営利栽培など

様々な用途に広く利用されています。

1.

2.

枯れ苗対策に！

スペア苗を養生させるのに最適です。

苗の育成栽培に。

サイズの取り揃えが多く安価なため

使い捨て感覚で使用できます。

サイズ6.0ｃｍ（容量130cc）～40.0ｃｍ（容量32.3L）まで、幅広いラインナップ

底穴の大きさや数、カド穴の有無はサイズによって異なるため、右頁の表をご参照ください。

≪サイズ 30.5ｃｍ≫

カド穴 4つあり、底面に穴なし

≪サイズ 36.0ｃｍ≫

カド穴 4つ・底面に穴あり

注意事項

※サイズ 4.0 ㎝・サイズ 5.0cmは受注生産

　品につき当社では取り扱い致しません。

　同様に底穴オーダー加工についても受け

　付しておりません。

※取り扱いは黒色ポットのみとさせていた

　だきます。

取っ手があるからつかみやすく、重くても持ちやすい。

強度もアップしています。

製造元 株式会社東海化成

色

通常「黒色」でお請けします。

半透明（白）はメーカー様常時在庫ではないため、

当店では基本的に取り扱いはいたしません。

ご希望の場合は、お電話などで予めお問い合わせく

ださい。メーカー在庫にある場合のみの対応とさせ

ていただきます。

素　材 PE（ポリエチレン）

「丸形ポリポット」のより詳しい

情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！



サイズ（品名） 高    さ 底    径 容    量 入    数 販売価格　※（　）内税込
単    価
（税    込）

※1個単位でのバラ販売は行っておりません。

別途送料不要ですが、

北海道・沖縄・一部離島は実費請求とな

り、フェリー代等追加請求いたします。

【重要】送料は地域により実費請求が発生

　　　   する場合がございます

着時間
指定不可

代引
不可

本商品は路線トラック便配送につき、

・配達時間帯指定

・代金引換決済

・日曜・祝日のお届け

　のサービスはご利用できません。

送料
込み

3日後
発送

ご注文より２～ 3営業日後の出荷。

配送：

送料：送料無料（一部地域例外あり）

路線便配送 メーカー直送

　北海道・沖縄・一部離島は実費請求となり、フェリー代等を

　追加請求させていただきます。

　北海道・沖縄（諸島含む）および離島（船舶輸送が必要な

　場所）は別途追加送料が発生いたします。

　都度お見積もりいたしますので、金額をご確認いただき

　ご了承をいただいた後の発送手配とさせていただきます。

　該当の場所と思われる場合は、事前にご相談くださいま

　すようお願いいたします。

※1個単位でのバラ販売は行っておりません。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

32

6.0 ㎝黒丸 5.5 ㎝ 底1個   穴径13㎝ 6,000 個 11,000円 ＠2.0円

7.5 ㎝黒丸

8.0 ㎝黒丸

9.0 ㎝黒丸

10.5 ㎝黒丸

12.0 ㎝黒丸

13.5 ㎝黒丸

15.0 ㎝黒丸

16.5 ㎝黒丸

18.0 ㎝黒丸

21.0 ㎝黒丸

40.0 ㎝黒丸

6.5 ㎝

7.0 ㎝

7.6 ㎝

9.0 ㎝

10.0 ㎝

11.4 ㎝

12.5 ㎝

13.7 ㎝

15.0 ㎝

21.0 ㎝

30.0 ㎝

5.0 ㎝

5.5 ㎝

5.9 ㎝

6.4 ㎝

7.5 ㎝

8.5 ㎝

9.5 ㎝

10.5 ㎝

11.0 ㎝

13.0 ㎝

14.0 ㎝

34.0 ㎝

130cc

220cc

270cc

360cc

570cc

830cc

1200cc

1600cc

2000cc

2900cc

5100cc

32.3L

底1個   穴径15㎝

底1個   穴径15㎝

底1個   穴径16㎝

底1個   穴径18㎝

底1個   穴径20㎝

底1個   穴径20㎝

底1個   穴径20㎝

底1個   穴径22㎝

底1個   穴径22㎝

カド穴4個

カド穴4個

6,000 個

5,000 個

4,000 個

3,000 個

2,000 個

1,000 個

1,000 個

800 個

400 個

800 個

20 個

11,500円 ＠2.1円

9,500円（税込 10,450円）

（税込 12,100円）

（税込 12,650円）

＠2.1円

8,200円 （税込 9,020円） ＠2.2円

8,000円 （税込 8,800円） ＠2.9円

7,500円 （税込 8,250円） ＠4.1円

7,800円 （税込 8,580円） ＠8.5円

8,500円 （税込 9,350円） ＠9.3円

10,500円（税込 11,550円） ＠14.4円

12,500円（税込 13,750円） ＠17.1円

17,000円（税込 18,700円） ＠46.7円

17,000円（税込 18,700円） ＠935円

穴数　底穴径

サイズ（品名） 高    さ 底    径 容    量 入    数 販売価格　※（　）内税込
単    価
（税    込）

24.0 ㎝黒丸 24.0 ㎝ カド穴4個 100 個 ＠137円

27.0 ㎝黒丸

30.5 ㎝黒丸

36.0 ㎝黒丸

27.0 ㎝

30.5 ㎝

32.0 ㎝

17.5 ㎝

20.7 ㎝

24.5 ㎝

28.8 ㎝

8.5L

12.4L

17.9L

26.0L 中央1個  穴径26㎝  

カド穴4個

50 個

40 個

25 個

9,000円 ＠198円

8,500円 （税込 9,350円）

（税込 9,900円）

＠233円

＠484円

穴数　底穴径

カド穴4個

カド穴4個

12,500円（税込 13,750円）

11,000円（税込 12,100円）
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デジタル PH / EC メーター
ブルーベリーなど土壌環境に敏感な植物にとって、

定期的な土壌管理は必要不可欠です。

数値で適切な管理をすることが、良い育成のカギとなります。

電源を押してサンプルに漬けるだけの簡単操作

自動温度補正機能を搭載

電極の洗浄は水道水でOK

1.

2.

3.

4.

5.

電極の保湿管理の必要なし

持ち運びや保管に便利なケース付

株式会社アタゴ製造元：

3,500円（税込 3,850円）

測定 範囲

測定 精度

校正 方法

電　 　源

寸法・重量

附　属　品

/ 本

18,000円（税込 19,800円）
長期間使用しなかった場合や、

4週間に一度の定期メンテナンスにご使用ください。

導電率 0.00 ～ 19.90ｍS/ｃｍ

±0.20ｍS/cm（0.0 ～ 10.0ｍS/ ㎝）

±0.40ｍS/cm（10.10 ～ 19.90ｍS/ ㎝）

0.71ｇ/100ｇ食塩水で構成

ボタン型電池（LR44）×4個

4.5×3.0×16.3 ㎝　90ｇ

本体ケース付

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。
数量によっては取寄せ後の発送です。

当日
出荷

宅配便配送 ヤマト運輸 /ゆうパック配送：

送料： 別途必要。総額 3万円以上（税込）で送料無料対象。

挿して測るタイプの pH計 /EC 計です。

食品・飲料から土壌など幅広く使用できます。

ブルーベリーの栽培においては PH調整は必須となりますので

定期的な土壌管理の必需品となります。

「デジタル PH/EC メーター」のより詳しい

情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

仕　 様
塩化カリウム溶液　

12.9mS/cm

容　 量 500ｍｌ



1,500円（税込 1,650円）
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0.0 ～ 14.0pH

±0.1pH

3 点校正（pH4.0、7.0、10.0）

又はサンプルの PH値に合わせた 2点校正

/ 本

18,000円（税込 19,800円）

測定範囲

測定精度

校正方法

電　　源

寸法・重量

附　属　品

長期間使用しなかった場合や、4週間に

一度の定期メンテナンスにご使用ください。

ボタン型電池（LR44）×4個

4.5×3.0×16.3 ㎝　90ｇ

本体ケース付

対応 PH

容 　 量 500ｍｌ

pH7.00
pH4.01

pH10.01( 取寄品）

ＰHメーターの校正について

値がずれていたときや、電池を交換したとき、長期間使用し

なかったときに校正を行ってください。

問題がない場合でも、校正は 2週間から 4週間に一度の割合

で行うことをおすすめします。

校正は pH4.0・7.0・10.0 の 3 種の標準液を用いた「3点校正」

で行いますが、サンプルの pH値が 7.1 以上の場合は pH7.0 と

10.0 の 2 種、7.0 以下の場合は pH7.0 と 4.0 の 2 種の標準液

を用いた「2点校正」でも構いません。

また電極を洗浄する際は水道水を使用し、蒸留水は使用しない

でください。また、アルコールでの洗浄は故障の恐れがある

ため絶対におやめください。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

2021 年まで販売させていただいておりました「ポケット糖度計 PAL-1」「ポケット糖度計 PAL-J」ですが、部品の高騰

及び品薄状態のため、2022 年 4月においてメーカー直売のみの販売となっており、当店からの販売は停止させていた

だいております。あしからずご了承ください。

【重要なお知らせ】　～アタゴ社製 ポケット糖度計シリーズの販売停止について～
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枝や茎を支柱に固定することで作物の姿を整え、

野菜が風で倒れたり、枝やつるが実の重さで垂れる等を防ぐことができます。

誘引資材（エスター線・ワイヤーストレーナー等）

密植が可能となり、反当たりの収量・収入が増えます。■
■

■
■
■

■
■
■

■

誘引を行うことで…

枝がまとまり、収穫が効率的になります。■
■

■
■
■

■
■
■

■

風雪による枝折れを防ぎます。■
■

■
■
■

■
■
■

■

日当たりと風通しを良くすることで樹の成長を促し、病害虫を抑制。■
■

■
■
■

■
■
■

■

②

④ ③

①
ディック
エスター線

ブルーベリー
タイ

ワイヤー
ストレーナー

ワイヤー
クリップ

「ディックエスター線」のより詳しい

情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！

針金やカラー鉄線、従来のプラスチック線の欠点を解決した「高張力

プラスチック線材」です。

強くて軽く、伸びやゆるみが少ないため、作業が非常に楽になります。

針金の 1/6 程の軽さ！ 安全性・作業性に優れます。

伸びが少なく、張りのゆるみも起こりにくい。

1.

2.

3. 柔軟で折り曲げやすく、結びも簡単です。

4. 耐候性 /耐薬品性に優れ、さび・腐食の心配がありません。
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製造元 大日製罐株式会社

ブルーベリー等の枝の誘引、ぶどう・梨などの果樹棚、ビニールハウス

の内張り、カーテン線材、防鳥・防虫ネット等の張線、その他漁業

や一般産業に幅広くご利用頂いております。

の内張り、カーテン線材、防鳥防鳥

や一般産業に幅広くご利用頂い頂い

ご注文は 1 巻単位、又は箱単位でご注文いただけます。

箱単位の場合は 1 巻単位の単価より 5％引き、更に送料無料となり

ますので、複数巻ご利用の場合は箱単位でのご注文がお得です。

1 巻単位でのご注文の場合、梱包はシュリンクでの簡易包装とさせ

ていただきます。

※1巻当り (税込 )

＠7,315円

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。
大口の場合は取寄せ後の発送。

当日
出荷

宅配便配送配送：

送料：（1巻単位 ) 別途必要。
　　　　　 総額 3万円以上で送料無料対象。

ヤマト運輸またはゆうぱっく

（箱 単 位 ) 送料無料

線　径

（ｍｍ）

長　さ

引張強度

伸　度

重　量

入数 /箱

単品購入時

の価格

箱単位購入時

の価格

4.0mm

7,000円 / 巻

（税込 7,700円）

26,600円
（税込 29,260円）

300ｍ/ 巻

4,900N/500kgf

20％

5.16Kg/ 巻

4 巻入 / 箱

4 巻入 / 箱

＃8

3.0mm

※1巻当り (税込 )

＠5,381円

5,150円 / 巻

（税込 5,665円）

19,570円
（税込 21,527円）

500ｍ/ 巻

2,940N/300kgf

15％

4.85Kg/ 巻

4 巻入 / 箱

4 巻入 / 箱

2.5mm

※1巻当り (税込 )

＠6,739円

6,450円 / 巻

（税込 7,095円）

18,380円
（税込 20,218円）

1,000ｍ/ 巻

2,160N/220kgf

15％

6.7Kg/ 巻

3 巻入 / 箱

3 巻入 / 箱

2.2mm

※1巻当り (税込 )

＠5,956円

5,700円 / 巻

（税込 6,270円）

21,660円
（税込 23,826円）

1,000ｍ/ 巻

1,670N/170kgf

15％

5.3Kg/ 巻

4 巻入 / 箱

4 巻入 / 箱

2.0mm

※1巻当り (税込 )

＠5,016円

4,800円 / 巻

（税込 5,280円）

22,800円
（税込 25,080円）

1,000ｍ/ 巻

1,370N/140kgf

15％

4.3Kg/ 巻

5 巻入 / 箱

5 巻入 / 箱

1.8mm

※1巻当り (税込 )

＠4,598円

4,400円 / 巻

（税込 4,840円）

20,900円
（税込 22,990円）

1,000ｍ/ 巻

1,080N/110kgf

15％

3.5Kg/ 巻

5 巻入 / 箱

5 巻入 / 箱

＃10 ＃12 ＃13 ＃14 ＃15

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

品　番



37

通常は固定して引っ張ることが難しいワイヤー、針金、強化プラ

スチック線など、現場での各種張線作業に最適です。

防風・防鳥ネットの施工や、果樹棚の誘引線などのワイヤー張り

に！軽い上に防錆加工で、構造が簡単なので壊れず長期間性能を

保持し続けます。

ワイヤー巻き取り式のため、ターンバックルに比べて引きしろが

多く、たくさん巻きとれます。

ターンバックルは巻き取り量が少ない→

ワイヤーストレーナーの使用方法

ワイヤーにストレーナー
をひっかける。

ストレーナーの先端に
ハンドルをセットする。

ぐるぐるとハンドルを回して
好みの張り具合になるまでワイヤーを巻き取る。

ハンドルをやや傾けて、ワイヤー にストレーナーの
先端を引っ掛ける。

　 

ストレーナーが固定されたのを確認後、ハンドル
を引き抜く。

　 

❶ ❷ ❸

❹

❺

●2

をひっかける。❶ ❷

●4

●1

●● ●5

●3

9.5mm亜鉛メッキ鋼　製

10 個入 / 袋

50 個入 / 箱

① ワイヤーストレーナー

4,200円（税込 4,620円）

20,000円（税込 22,000円）

初回購入時には専用ハンドルもお求めください。

② 専用ハンドル

※本商品は輸入のタイミングにより色やサイズが異なる都合上
　ハンドルのお色はお選びいただけません。
　また、商品ごとにハンドルの長さが異なる場合がございます。

1 本あたり 3,000円（税込 3,300円）

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

製造元

AM10 時までのご注文で当日出荷可能。当日
出荷

宅配便配送配送：

送料：別途必要。総額 3万円以上で送料無料対象。

ヤマト運輸またはゆうぱっく

①
②

Klipon ( ニュージーランド）

「誘引資材類」のより詳しい情報や

スマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！
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ワイヤーと支柱（丸太・鋼管）等を固定するときに活躍します。

 相手部材への固定は、ビス又はインシュロックで留めるだけなので、

 誰でも簡単にワイヤー類の固定ができます。

※本商品を使用いただけるワイヤー線は3.0ｍｍ以下です。
※ビス又はインシュロックは商品に含まれておりません。

ワイヤーストレーナーの使用方法

ブルーベリーの枝を誘引する場合、完全に固定させるよりも、

少々遊ばせるほうが枝折れの被害が少なくなります。

ブルーベリータイは果樹棚の誘引線と果樹の枝を理想的な間隔

で誘引固定するのに便利なツールです。

※本商品を使用いただけるワイヤー線は、　線径2.2㎜（＃13）、　

     線径2.5㎜（＃12）です。

1,000 本入 / 袋

７cm

丈夫で柔軟性のあるプラスティック製 (PP)。

丈夫で繰り返しの使用が可能。

1袋 1000 本入りとたっぷりご利用頂けます。

5,000円（税込 5,500円）/袋

●
サン

プル
無償サンプルがございます。

3,000円
　（税込 3,300円）/袋

製 造元

AM10 時までのご注文で
当日出荷可能。

当日
出荷

宅配便配送配送：

送料：別途必要。総額 3万円以上で送料無料対象。

ヤマト運輸またはゆうぱっく

Klipon ( ニュージーランド）

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

100 個入 / 袋

●
サン

プル
無償サンプルがございます。

AM10 時までのご注文で
当日出荷可能。

当日
出荷

宅配便配送配送：

送料：別途必要。総額 3万円以上で送料無料対象。

ヤマト運輸またはゆうぱっく

材     質 プラスチック（PP) 製

サ イ ズ 36×14×15mm

製造元 Klipon ( ニュージーランド）
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攻撃性が低く、優しいハチです。

セイヨウオオマルハナバチと変わらない

受粉活動

働きバチとオスの体色が違い区別しやすい。

外来生物法の手続きは不要です。

セイヨウオオマルハナバチよりも性格がおとな

しい。

働きバチの数は少ないが、身体が大きく受粉を
丁寧に行い、よく働きます。

1.

2.

3.

4.

5.
ミツバチの代わり、もしくは併用も可能

イチゴの場合、厳寒期にミツバチと併用すれば

着果率が上がり収量UPにつながります。

ハチの種類

寿　　　命

ハ チ の 数

適 応 面 積

使 用 期 間

対 象 作 物

販　売　元

クロマルハナバチ

約 1.5 ～ 2 か月

※季節や施設内の環境によっては 1～ 3ヶ月

　になります。

1,000 ～ 2,000 ㎡（トマトの場合）

50 ～ 100 匹 / 群

ブルーベリー、トマト、ミニトマト、

ナス、イチゴ、メロン等

開花期間

小泉製麻株式会社

自然受粉で環境に優しい、

日本在来種のクロマルハナバチです。日本在来種のクロマルハナバチです。

主に大玉トマト・ミニトマト・ナス・イチゴ・

ブルーベリー等に使用されます。

商　品　名 ブラックルン

受粉用クロマルハナバチ「ブラックルン」
「ブラックルン」のより詳しい情報や

スマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！



1. UV カットフィルムについて

　 外装フィルムにUVカットを使用されている場合は飛行に影響が出ますので、できるだけ使用しない

　 でください。

2.  他のハチとの併用

　 セイヨウオオマルハナバチと併用はできません。セイヨウがクロマルを攻撃します。

3.  ハチの数について

　 セイヨウに比べてハチの数は少ないですが１匹の集める花粉の量が多いため、巣としての働きは

 　同程度です。

4.  ネットの展張について

　 逃亡防止の為、必ず 4mm目合以下のネットを展張してください。受粉効率の向上にも繋がります。

5.  ブラックルンについてのお問合せについて

　 本商品のお問い合わせに対する回答はメーカー様より対応させていただきます。

　 その際メーカー様にお問い合わせご連絡先をお伝えすることになりますことご了承ください。

6.  ハチが箱から飛び出さない。動きが悪い場合

　 到着して７日経っても飛び出さない場合は、ご連絡をお願いいたします。

　 到着してから１０日以上経っての返品・交換のご依頼へは対応しかねます。

事前に下記をご確認ください。ご了承の上でのご注文とさせていただきます。

40

着時間
指定不可

代引
不可

本商品は路線トラック便配送につき、

・配達時間帯指定

・代金引換決済

・日曜・祝日のお届け

のサービスはご利用できません。

送料
込み

送料の追加請求はございません。

3日後
発送

ご注文より２～ 3営業日後の出荷。

28,000円（税込 30,800円）/箱

ブラックルン用追加花粉(約75ｇ)

280円（税込 308円）/ 袋

配送：

送料：送料無料

路線便配送

本商品は本州・四国・九州のみのお届けです。
※北海道・沖縄・離島へのお届けはできません。

メーカー直送

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

クロマルハナバチ「ブラックルン」







高密度の不織布を、柔らかい

不織布が保護。

特殊構造が長期間防草効果を

発揮します。

通気性・透水性もあるため、

水たまりもできません。

高密

不織

特殊

発揮

通気

水た

●表
●裏

製造元

材　質

株式会社白崎コーポレーション

ポリエステル（100％）

色

グリーン

構　造
高密度（裏）＋柔（表）不織布の

２層構造

厚　み 約 2ｍｍ

幅 1ｍ×長さ 25ｍ

幅×長さ シート価格

幅 2ｍ×長さ 25ｍ

シートとコンクリート構造物を接着させ、隙間から雑草発生を

防ぎます。またシートの重ね部に貼付け、雑草防止、風の入り

込みも防止します。

製造元

容　量

㈱白崎コーポレーション

500ml 入り

ウレタンポリマー材　質

黄褐色色

高い遮光性と、高い貫通抵抗力を備えた構造により、強壮

雑草も長期間しっかり抑制します。雑草の管理作業を軽減

し、ビニールハウスや農地周りに最適です。

「ナックス S310」のより詳しい

情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！

1.

2.

3.

4.

厚み約 2mmで、チガヤやヨシなどの葉先の
鋭い強力な雑草もしっかり抑えます。

紫外線劣化に強く、長期間雑草を抑えます。

雑草・土中からの病害虫の発生が抑えられ
ます。

遮光率 99.9％以上！
雑草の光合成を防止し根まで絶やします。

色

15,600円（税込 17,160円）

31,200円（税込 34,320円）

2,000円 /本

（税込 2,200円）

配送：

送料：

路線便配送 メーカー直送

送料無料

ただし、お届け先地域により

例外あり

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

送料
込み

別途送料不要ですが北海道・

沖縄・一部離島は

追加料金をいただきます。

着時間
指定不可

代引
不可

本商品は路線便配送につき、

・配達時間帯指定

・代金引換決済

・日曜・祝日のお届け

のサービスはご利用できません。

ご注文より 5営業日前後の出荷。5日後
発送

＜ナックス S310 関連商品共通＞
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風でめくれたりしないようシートを安全確実に固定するためにピンの

選定は重要です。シートの上からハンマーなどで打ち込んでご使用

ください。

③ コの字押さえピン　長さ250ｍｍ

② コの字押さえピン　長さ200ｍｍ

① コの字押さえピン　長さ150ｍｍ

④ デカピン　長さ150ｍｍ

⑤ 丸押さえ板

⑥ 丸押さえ板

品　名 入　数 価　格

700 本入り

500 本入り

400 本入り

500 本入り

500 枚入り/ 箱

50 枚入り/ 袋

「押さえピン・押さえ板」のより詳しい

情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！
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17,200円（税込 18,920円）

18,500円（税込 20,350円）

23,100円（税込 25,410円）

7,900円（税込 8,690円）

7,640円（税込 8,404円）

765円（税込 841円）

ご注文より 5営業日前後の出荷。ただし、

数量が多い場合、日数がかかります。
5日後
発送

着時間
指定不可

代引
不可

本商品は路線トラック便配送につき、

・配達時間帯指定

・代金引換決済

・日曜・祝日のお届け

のサービスはご利用できません。

配送：

送料：

路線便配送 メーカー直送

別途必要。3万円以上送料無料対象。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

やや太めの止ピン。固い土壌や砂利などに最適。

デカピン

④

②200㎜
③250㎜

コの字押さえピン

線径 4ｍｍの細手のピン。

①150㎜
②2②200㎜

③2③250㎜㎜

線径 4ｍｍの細手のピン。

①1①1

コの字ピンやデカピンと併用して使うことで、シートを

面で押さえしっかりと固定することができます。

ピンは含まれません

仕様：直径 80 ㎜、3穴

りとりと固定固定するすることことができまきます。す。

、3、3穴穴

丸押さえ板

⑤ ⑥







ハウス：10～ 15 日

露　地：17～ 10 日

9,800円（税込 10,780円）

36,000円（税込 39,600円）

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

「ニームシリーズ」のより詳しい情報や

スマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！

宅配便配送配送： ヤマト運輸またはゆうぱっく

送料：別途必要。 総額 3万円以上で送料無料対象。
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良質なニーム種子を粉末にした 100％有機質の特殊肥料です。

土壌中や地表近くに散布・混和することで、土壌環境改善はもち

ろん作物の根張り促進・樹勢強化にも力を発揮します。

農林水産省の「有機 JAS 規格に基づく使用可能資材リス

ト」掲載資材

天然有機質 100％だから安心

農林水産省の「有機 JAS 規格に基づく使用可能

資材リスト」掲載資材

ペレット化したため、効果が長い

機械撒きにも対応できるサイズ（3ｍｍ）

15Kg 入 / 袋

20Kg 入 / 袋
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ご注文より 3営業日前後の出荷。

ただし大口の場合は日数をいただきます。

本商品は路線トラック便配送につき、

・配達時間帯指定

・代金引換決済

・日曜・祝日のお届け

　　のサービスはご利用いただけません。

●ダイコーピュアニームペレット・ダイコーニームケーキ共通

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

4,200円（税込 4,620円）

5,700円（税込 6,270円）

配送：

送料：別途必要。 総額 3万円以上で送料無料対象。

路線便配送 メーカー直送









20Kg 入：

製 造 元 Australian Growing Solutions  ( オーストラリア )

有効成分 非イオン系界面活性剤

担　体

効能持続時間

保管方法

ココナツ・ピート、硬質ゼオライト

約 6か月（流水の量や回数により変わります）

湿度を含まないよう密閉し、冷暗所に保管。

1リットル

１㎥（1,000ℓ）

プランター（650×220×180 ㎜）

育苗用土

短期作物用土

長期作物用土

0～ 6週間

1～３か月

６か月以上

0.5 Kg /  ㎥

1.0 Kg /  ㎥

1.5 Kg /  ㎥

対象用土 栽培期間 使用量使用量土の容量

1.5ｇ

1.5Kg

約 35ｇ

散布面積 使用量

１㎡

１反（10 アール）

５号鉢

プランター
（650×220×180 ㎜）

25 ～ 30ｇ

約 25 ～ 30Kg

1.5 ～ 2ｇ
（ティースプーン１杯分）

4ｇ
（ティースプーン２杯分）

培養土に混ぜ込む場合

散布する場合

16,350円（税込 17,985円）

公園やゴルフ場、グラウンド等の芝管理に！

芝生には「ドライスポット」という特有の乾燥害があります。

サチュライドはこの「ドライスポット」の防止に高い効果を

発揮することから、全国のゴルフ場や公園、サッカー場など

で多くご利用頂いております。

リキッドタイプは希釈して散布するため散水時に利用するこ

とができ、広い面積で使用したいときに便利です。

500ml：

製 造 元
Australian Growing Solutions 
 ( オーストラリア )

有効成分 非イオン系界面活性剤

効能持続時間

使用方法

約 1か月（流水の量や回数により変わります）

1,000 ～ 2,000 倍希釈液を
1㎡当り 0.5 ～ 1 リットル散布ください。

当日
出荷

4,000円（税込 4,400円）

AM10 時までのご注文で
当日出荷可能

宅配便配送配送： ヤマト運輸またはゆうぱっく

送料：別途必要。 総額 3万円以上で送料無料対象。

路線便配送 10 箱以上の場合は路線便配送

AM10 時までのご注文で当日出荷可。

ただし大口の場合は日数をいただきます。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

ですです。

宅配便配送配送： ゆうぱっく

送料：別途必要。 
総額 3万円以上で送料無料対象。
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本商品についてや、コガネムシについてのお問合せは、

メーカーの富士フレーバー社より返答をさせていただきます

本商品は 3月～ 11 月末までの季節限定販売です。

右ページ販売価格は 2022 年 11 月末までです。

メーカー直送（佐川急便  他）宅配便配送配送：

送料：送料無料

製造元 富士フレーバー株式会社

フェロモン効果でコガネムシを呼び集めるトラップです。

殺虫効果はなく自然に優しく安心いただけます。

「ニューウインズパック」のより詳しい

情報やスマホでのご注文は、

オーシャン貿易オンラインショップへ！
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コガネムシの種類ごとにフェロモン（誘引剤）箱となります。

数種類のコガネムシが発生している場合は、その種類ごとの誘引剤を設置する必要があります。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

本体容器のみ（誘引剤の付属なし）

12 アオドウガネ用

11 シロテンハナムグリ用

10 オオサカスジコガネ用

❾ ナガチャコガネ用

❽ アシナガコガネ用

❼ セマダラコガネ用

❻ ヒラタアオコガネ用

❺ スジコガネ／ツヤコガネ用

❹ チビサクラコガネ用

❸ ドウガネブイブイ用

❷ ヒメコガネ用

❶ マメコガネ用

❶マメコガネ ❷ヒメコガネ ❸ドウガネブイブイ ❹チビサクラコガネ ❺スジコガネ／ツヤコガネ ❻ヒラタアオコガネ

❼セマダラコガネ ❽アシナガコガネ ❾ナガチャコガネ 10オオサカスジコガネ 11シロテンハナムグリ 12アオドウガネ

誘引剤はご購入いただいた年のシーズン中は効果が持

続します。※シロテンハナムグリのみ1か月

使用期限はパッケージ表に記載されております。

2022年にご購入されたものは、当年中に使用でき、

翌年への繰り越しはできません。

コガネムシの種類によって、ボトルとタブレットの組

み合わせが異なります。

ボトルとタブレット両方あるもの、片方のみがあるもの

がありますので詳しくは取扱説明書をご参照ください。











※郵便の場合は単品購入の場合100個まで

※1.0bar 時

「ドリッパー」の

より詳しい情報は、

オーシャン貿易

オンラインショップへ！

50円（税込 55円）/個

２Ｌ
ｈ

※1個より購入可 ネタフィム社製

吐出量 2.0L/ 時 ( 赤 ) 20500-001100

吐出量 4.0L/ 時 ( 黒 ) 20500-001200

４Ｌ
ｈ

当日
出荷

郵便
可能

※郵便の場合は単品購入の場合200個まで

２Ｌ
ｈ

４Ｌ
ｈ

取寄
品

3日後
発送

着時間
指定不可

代引
不可

※20 個より購入可 ネタフィム社製

吐出量 2.0L/ 時 ( 赤 ) 21520-001000

吐出量 4.0L/ 時 ( 灰 ) 21520-001400

60円（税込 66円）/個

取寄
品

3日後
発送

着時間
指定不可

代引
不可

※20 個より購入可 ネタフィム社製

21520-001500吐出量 4.0L/ 時 ( 灰 )

21520-001700

60円（税込 66円）/個

吐出量 2.0L/ 時 ( 赤 ) 21520-001100

吐出量 8.0L/ 時 ( 緑 )

２Ｌ
ｈ

４Ｌ
ｈ

８Ｌ
ｈ

8.5L
ｈ

４Ｌ
ｈ

取寄
品

3日後
発送

着時間
指定不可

代引
不可

※20 個より購入可 ネタフィム社製

吐出量 4L/ 時 ( 黒 ) 21020-001400

吐出量 8.5L/ 時 ( 緑 ) 21020-001500

130円（税込 143円）/個

取寄
品

3日後
発送

着時間
指定不可

代引
不可

※20 個より購入可 ネタフィム社製

吐出量 6L/ 時 ( 黒 ) 21060-001200

140円（税込 154円）/個

8.8.8.5L
ｈｈ

４Ｌ
ｈ６Ｌ

ｈ

４L
ｈ

２Ｌ
ｈ

取寄
品

3日後
発送

着時間
指定不可

代引
不可

※20 個より購入可 ネタフィム社製

吐出量 2L/ 時 ( 赤 ) 21020-001000

吐出量 4L/ 時 ( 黒 ) 21020-001100

130円（税込 143円）/個

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

※1個より購入可
ネタフィム社製

吐出量 2.3L/ 時 22000-001200

2.3Ｌ
ｈ

35円（税込 38円）/個

当日
出荷

郵便
可能

※郵便の場合は単品購入の場合100個まで

※1.0bar 時

※1個より購入可
ネタフィム社製

吐出量 2.3L/ 時 22000-001300

2.3Ｌ
ｈ

35円（税込 38円）/個

当日
出荷

郵便
可能

ネタフィム社製

黒　※吐出量調整なし 32000-001801

35円（税込 38円）/個

ネタフィム社製

取寄
品

3日後
発送

着時間
指定不可

代引
不可

※20 個より購入可

※ウッドペッカードリッパーと3ｘ5ｍｍ

　チューブと併せて使用ください。

４Ｌ４Ｌ
ｈｈ

２Ｌ
ｈｈ
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※17L/ 時・22/時の商品は海外取寄せ。

180°

0.5L/分

15 ～ 20 ㎝

12 ㎝

散水範囲

長さ

散水直径

散水量

※1個より購入可

※郵便の場合は単品購入で100個まで。 ※2L/時・4L/ 時の商品は海外取寄せ。

※吐出量は8穴トータルの流量。

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

12L
ｈ

ネタフィム社製

当日
出荷

郵便
可能

40円（税込 44円）/個

吐出量 12L/ 時 ( 黄 ) 22500-001000

※1

※1※1

※郵※郵

1212L
ｈ

吐出吐出

※20個より購入可

8L
ｈ

ネタフィム社製

140円（税込 154円）/個

吐出量 8L/ 時 ( 緑 ) 23000-001200

取寄
品

3日後
発送

着時間
指定不可

代引
不可

当日
出荷

郵便
可能

200円（税込 220円）/個

※1個より購入可

※郵便の場合は単品購入で100個まで。

㈱サンホープ社製 ※1個より購入可

※郵便の場合は単品購入で100個まで。

㈱サンホープ社製

当日
出荷

郵便
可能

200円（税込 220円）/個

取寄
品

3日後
発送

着時間
指定不可

代引
不可

下記商品は全て取寄せ後の発送ですが、在庫がある場合もあり。

①  PEパイプ用メイルアダプター

② PEパイプ用カップリング

③ PEパイプ用エンドキャップ

④ PEパイプ用エルボ

⑤ PEパイプ用チーズ

⑥ PEパイプ用90°立上りチーズ

①メイルアダプター ②カップリング ③エンドキャップ ④エルボ ⑤チーズ
⑥チーズ

25×3/4×25

20×3/4”

20×1”

25×3/4”

25×1”

20ｍｍ

25ｍｍ

20ｍｍ

25ｍｍ

20ｍｍ

25ｍｍ

20ｍｍ

25ｍｍ

25×3/4×25

1,200円（税込 1,320円）/個

1,200円（税込 1,320円）/個

1,300円（税込 1,430円）/個

1,300円（税込 1,430円）/個

1,400円（税込 1,540円）/個

1,800円（税込 1,980円）/個

700円   　（税込 770円）/個

950円   （税込 1,045円）/個

1,500円（税込 1,650円）/個

1,800円（税込 1,980円）/個

2,600円（税込 2,860円）/個

3,200円（税込 3,520円）/個

2,000円（税込 2,200円）/個

品　名 規　格 価　格

300°

0.5L/分

20 ～ 30 ㎝

19 ㎝

散水範囲

長さ

散水直径

散水量
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ねじ式 矢尻式
当日
出荷

郵便
可能

※1個より購入可

＜セット内容＞

・ティコネクター（矢尻）×1個

・3×5mmチューブ1ｍ ×2枝

・ポットドリッパー2L/ｈ×2個

・スタビライザー ×2本

※1組より購入可当日
出荷

本商品は受注生産品のため、

ご注文本数によっては発送までに

日数を頂きます。

色：黒色

100ｍ巻

当社在庫にない場合は

海外取り寄せとなります

「アクセサリー」の

より詳しい情報は、

オーシャン貿易

オンラインショップへ！

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

280円
（税込 308円）/組

ネタフィム社製

ティー・バーブコネクター（ねじ） 32500-001300

インサートティコネクター（矢尻）） 32500-001500

ねじ式式 矢尻矢尻式矢尻

25円
（税込 27円）/個

25円（税込 27円）/個

※1個より購入可

ネタフィム社製 32000-001500

当日
出荷

郵便
可能

※郵便の場合は

　単品購入200個まで

4,800円（税込 5,280円）/巻

ネタフィム社製 40000-002050

当日
出荷

150円（税込 165円）/組

ネタフィム社製 32000-001000

当日
出荷

郵便
可能

※1個より購入可

※郵便の場合は

　単品購入20個まで

ネタフィム社製 3200

※1

※郵※郵便の便の

　単品購

5,600円（税込 6,160円）/個

ネタフィム社製 45000-001630

当日
出荷

5,800円（税込 6,380円）/個

ネタフィム社製 45000-002200

当日
出荷

30円（税込 33円）/個

※1個より購入可

ネタフィム社製 32000-001900

当日
出荷

郵便
可能

※郵便の場合は単品購入500個まで

取寄
品

3日後
発送

着時間
指定不可

代引
不可

※20 個より購入可

32000-002300

350円（税込 385円）/個

ネタフィム社製

※2※2※2※20 個より購入

取寄
品

3日後
発送

着時間
指定不可

代引
不可

※20 個より購入可

32000-002400

35円（税込 38円）/個

ネタフィム社製

取寄
品

3日後
発送

着時間
指定不可

代引
不可

32000-002530

25円（税込 27円）/個

ネタフィム社製

※20 個より購入可※2※20 個0個よりより
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11,500円（税込 12,650円）
34500-001000

ネタフィム社 No.

34500-001100

サイズ（インチ） タイプ

3/4”

1”
DC ラッチ式

価　格

3/4”

1”
24V AC

34000-001000

34000-001100

取寄
品

3日後
発送

着時間
指定不可

代引
不可 下記商品は全てメーカー直送もしくは取寄せ後の発送です。

DC ラッチ式

24V AC

34520-001000

34520-001200

34020-001000

34020-001200

1 1/2”

2”

1 1/2”

2”

ネタフィム社 No. サイズ（インチ） タイプ 価　格

35500-006800

35500-011200

35500-006700

35500-011100

3/4” ～ 1”

3/4” ～ 1”

1 1/2” ～ 2”

1 1/2” ～ 2”
DC ラッチ式

24Ｖ AC

13,000円（税込 14,300円）

29,000円（税込 31,900円）

29,500円（税込 32,450円）

3,800円
（税込 4,180円）

5,800円
（税込 6,380円）

軽量で吸水性・保水性・通気性に優れており、ブルーベリーの細

根には最適な環境を作ることができる養液栽培専用の培地です。

送料
実費

着時間
指定不可

代引
不可

本商品は当社販売のブルーベリー養液栽培システム

「バッグカルチャーシステム」の専用培土です。

発送までの日数
ご注文より3営業日以降。

数量やメーカー在庫によっては日数を頂きます

配　　送

メーカー直送トラック便

代金引換決済・配達時間帯指定不可

送料は実費でいただきます。発送先地域により

異なりますので、都度見積もりいたします。

※価格はお問い合わせください。

※納期はメーカーの混み具合により異なります

必ずご確認ください

バッグカルチャーシステム以外のご使用に関しましては

責任を負いかねますので、初めてお問い合わせされる場合

は必ず専門担当より使用方法について確認をさせていただ

きます。お見積り等についても専門担当からの回答とさせ

ていただきます。

「コントロールバルブ」

のより詳しい情報は、

オーシャン貿易

オンラインショップへ！

掲載商品の価格・仕様等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

主原料 フェノール樹脂

内容量

仕　様

100L 入 / 200L 入

粒粉状 / 粒状 / 粉状より

お選びください

※200L 入は送料が高くなるため
　通常 100L でご案内しています。
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ブルーベリー
バッグカルチャーシステム

優良品種・特殊培地・肥料設計・専用混入機を組み合わせることで、ブルーベリーが育つ最適な環境を

作り、通常収穫までに 4～ 5年かかるところを 2年で収穫可能にするシステムです。

早期収穫で設備資金の短期回収が可能です。

　当社が培ってきた独自のネットワークと開発力によって完成した世界初の栽培システム「ブルーベリーバッグ

カルチャーシステム」を中心に全国各地でお客さまのブルーベリー栽培をご支援させていただいております。

　バッグカルチャーシステムは、” ブルーベリー栽培のビジネス化は困難だ” という定説を覆し、今では観光農業や

商業施設の集客支援策として 350 件以上に及ぶ導入実績を誇ります。

　さらに最近ではソーラーシェアリングにおける導入が注目され、ますますニーズの高まりを感じています。

今後も当社の「三方よし」の理念に基づくサポート体制で、

システム導入後の栽培指導や相談をはじめ、新しい資材の開発にも

尽力し、お客さまとの長いお付き合いを大切にしていきます。

＜バッグカルチャーシステム概念図＞

システム導入者の特徴

　様々な職種の方が導入されていますが、

半数以上は建設業や小売業、組合法人、脱サラ後や

定年退職後の新規就農者等の農業未経験者です。

　また、令和元年に閣議決定された「パリ協定に基づく成長戦略

としての長期戦略」の中に織り込まれるなど、

ソーラーシェアリング（営農型太陽光発電）が未来の農業及びエネルギー問題

の解決策の一つとして期待されています。 

現在、様々な作物が太陽光パネルの下で生産されている中、ブルーベリーは他の作物に比べ販売価格が高いことから

人気を集めています。 

「ブルーベリーバッグカルチャー

システム」のより詳しい情報は、

オーシャン貿易ホームページへ。
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資料のご請求は

こちらのQRコードより

お申し込みください。

お電話でのお問い合わせは

075-255-2400　
オーシャン貿易株式会社　アグリ課まで

（営業時間 9 時～ 17 時）

１. 厳選した優良品種

ジョージア大学・フロリダ大学、ニュージーランドの研究機関と

独占契約を結んでいます。 

さらに自社研究農園では 220 種以上の品種を研究し、

日本の気候で育つ品種だけをお客さまに提案しています。

２. 肥料設計

圃場で使用する原水を 18 項目の成分について分析を行い、水質に

応じて必要な肥料構成及び生育に必要な PH値と EC値を設計します。

 当社開発部と大手肥料メーカーで共同開発したブルーベリー専用肥料「ベリートップ」を用意しています。

３. 特殊培地「アクアフォーム」

ブルーベリーは酸素要求度が高く、乾燥を嫌うため、培地は通気性や

保水性に優れていなければなりません。 

アクアフォームは両方の条件を満たしています。

４. 専用混入機

ブルーベリーは、酸性土壌を好むため、安定的な PH調整 (PH4.8 前後 ) が必要です。 専用混入機によって、PH調整と

肥料濃度調整を行い、育成に最適な養液を自動で潅水することが可能です。

 つまり、過剰施肥によるストレスを回避し、潅水・施肥にかかる膨大な時間を軽減することが可能です。

５. 導入後の支援

安心のアフターフォローで栽培上のご相談を始め、

果実パックやのぼり、選果機に至るまで幅広くご支援を年中

受付けております。

資料の御請求やお見積のご依頼、ご不明な点がございましたら、
下記までご遠慮なくお申し付けください。



24 時間受付しております。一部の商品につきましては取り扱いしておりません。

クレジットカード決済ご希望の場合はインターネットよりご注文ください。

ご注文方法

お電話でのご注文

075-255-2400
受付時間：9：00～17：00 土日祝定休 

■ オーシャン貿易株式会社　アグリ課  直通番号

FAX でのご注文

075-255-3366
カタログ添付の最新年度の専用注文書に必要事項をご記入の上、上記番号まで FAX ください。

専用注文書以外をご利用の場合は、お名前・ご住所・お電話番号・FAX 番号・ご注文商品・数量・お支払方

法をご記入の上 FAX ください。また、必ずご連絡が取れる携帯・FAX 番号を併記ください。

担当者が確認次第、追って金額・納期を折り返し FAX いたします。

インターネットでのご注文

https://www.oceanblueberry.com/
■ オーシャン貿易オンラインショップ

サンプルのご依頼について

●サンプル 無償サンプルが

ございます。

こちらのマークがついた商品は、シーズン中 1回に限り、無償でお送りします。

上記ご注文窓口と同様に、お電話・FAX・オンラインショップよりご依頼ください。

ご注意
・各商品 1～ 2枚のお届けとさせていただきます。ご事情により枚数が必要な場合はお申し付けください。

・配送の都合上、化粧箱は組み立ててお届けする場合がございます。

・発送が混み合う場合は、ご依頼から発送までに数日いただきます。

・配送場所が異なるため、ご注文商品商品に同封はできません。

・なるべく 1度のご依頼で済むようご協力をお願いいたします。

ショッピングガイド

※お盆期間・年末年始は休業いたします

※予告なく臨時休業や受付時間の短縮を

　行う場合がございます

ご注意
迷惑メールフィルター等の影響でメールが届いていないトラブルが多発しておりますことと、セキュリティー

対策の都合上、メールでのご注文受付はお断りしております。上記 3種の方法でご注文お願いします。
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サンプルの

ご依頼はこちら
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お支払い方法

代金引換のお支払

商品到着時に配送業者へお支払いいただきます。

商品代+送料＋代金引換手数料の合計となります。

また、限度額は30万円までとさせていただきます。

商品価格合計（税込） 代引手数料（税込）

29,999 円まで

30,000 円～ 99,999 円まで

330 円

550 円

メーカー直送品、路線トラック便や定形外郵便・レターパックで配送する商品には代金引換決済

はご利用頂けませんのでご注意ください。

代引
不可

こちらのマークがついた商品には代金引換決済はご利用頂けません。

銀行振込・郵便振替（前払い）

前払いにてお振込頂き、弊社にてご入金が確認できた後、商品を発送いたします。

お振込取扱日の翌日にご入金確認をいたしますので、ご入金当日の商品発送はお請けできません。

お急ぎの場合は対応できかねますので、その他のお支払方法をお選びください。

※お振込手数料はご負担願います。
※1週間以内にご入金がない場合はキャンセル扱いとさせていただきます。
※ご注文者様と異なる名義でお振込される場合は、ご入金前にご連絡下さい。

郵便振替口座：０１０２０－０－２８０８０  オーシャン貿易㈱

銀行振込口座：三菱UFJ銀行　京都中央支店　（当座）１４４５０５４　オーシャン貿易㈱

オンラインショップからのご注文の場合のみご利用いただけます。

お支払回数は「1回払い」のみお選びいただけます。

カード決済はご注文日ではなく商品発送日に決済処理いたします。

クレジットカード決済

100,000 円～ 300,000 円 880 円

配送便について

宅配便配送

路線便配送

配送業者の詳細については商品によって異なりますので、必ず事前に各商品ページをご確認ください。

また、お届け便は「宅配便配送」「路線便配送」「郵便配送」の 3種がございます。配送方法によって

ご利用いただけるサービスが異なりますので、以下のマークをご確認の上ご注文ください。

郵便
可能

当社倉庫から発送いたします「日本郵便ゆうパック」「ヤマト運輸」他、一部メーカー直送で使用。

代金引換決済・配達時間帯指定・日曜祝日配達のサービスがご利用いただけますが、

30Kg 以上の大型荷物や、大口個数の発送にはご利用いただけません。

また、お届けにかかる日数も最短のためお急ぎの場合にご利用ください。

当社倉庫から発送いたします「日通トランスポート社」およびメーカー直送便にて利用。

宅配便にて利用できない大型の荷物や大口個数の発送が可能ですが、代金引換決済・配達時間帯

指定・日曜祝日配達のサービスはご利用いただけません。

また、陸路便のため北海道・東北・九州地方へのお届けに日数がかかるのと、沖縄及び離島

については別途フェリー代がかかります。

レターパックライト及び定形外郵便にてお届けします。左記のマークがついた商品のみ利用可能。

送料を抑えてお送りすることはできますが、

メーカー直送品・代金引換決済・配達日時指定・

急ぎのお届けには対応はできません。

また右図のサイズ・重量内のみの対応となります。

A4 サイズ内
重さ 500ｇ未満

厚さ 3㎝内

ご注文商品すべてを梱包

した荷物が郵便ポスト

投函口に入る大きさ

ならOK！

〒
POST
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送　　料

お買上総額 3万円以上（税込）で送料無料となります

梱包数が複数になる場合は、1梱包の送料×梱包数で計算いたします。計算の後に金額をお知らせいたします。

発送まで及びお届けまでの日数

ご注文から発送までにかかる日数は商品によって異なります。

各商品ページをご確認の上、左のマークをご参考下さい。

取寄
品

5日後
発送

当日
出荷

3日後
発送

着時間
指定不可

取寄せ品についてはメーカー様によって異なりますが、ご注文より 3～ 5日後に当社へ到着して

からのの発送となりますが、メーカー様から直送させていただく場合もあります。

なお、路線トラック便およびメーカー直送品については配達時間帯指定はできません。

送料は 1梱包当たり、本州・四国・九州：1,320 円（税込）
　　　　　　　　　　北海道・沖縄：1,980 円（税込）、一部離島は都度見積もりとさせていただきます。

ブルーベリー専用パック100ｇ又は125ｇ用

250ｇ果実用パック1600枚入 /500ｇ果実用パック600枚入

かご型カップ100ｇ又は150ｇ用

ダイヤカット型パック/サチュライド20Kｇ

エスター線（箱単位）/ハスクチップ　他

大型の商品のため、他の商品との同梱はできません

250ｇ果実用パック400枚入 /500ｇ果実用パック100枚入

各種化粧箱

2箱を1梱包にまとめて出荷いたします。3箱目以降は

2箱ごとに送料をいただきます。左記の組み合わせは

問いません。

エスター線（1巻単位）
数量・線径の種類、組み合わせは関係なく、

まとめて1梱包として計算いたします。

ネタフィム商品等の潅水資材/誘引資材など 1梱包分でまとめて計算いたします。

ただし、下記商品は3万円以上送料無料の対象外とし、除外させていただきます。

送料込み・送料無料の商品
エスター線（箱単位）/ブラックルン/ＢＢポット/とんでもないポット

丸型ポリポット/ニューウインズパック/冷凍ブルーベリー果実

潅水資材 P.55「PEパイプ」～P.62「コントロールバルブ」まで

送料実費請求品 ブルーベリー選果機、アクアフォーム、大口お見積もり品等

郵便配送品について

定形外郵便のお届けについては、ご注文商品の大きさ及び総重量によって異なるため、測定後に送料を提示いたし

ます。レターパックライトについては「A4サイズの面積×厚さ3ｃｍ内」に納まれば一律370円（税込）となります。

※配送が混みあっている時期や、ご注文が集中したことにより在庫が欠品している場合は上記の日程にてお届けできない

　場合がございます。

ネタフィムジャパン社の商品について
ネタフィム社の商品は、国内のメーカー様在庫にない場合は海外取り寄せとなります。メーカー様の定期便

にて入荷するため、到着までに数か月かかる場合がございます。また、ネタフィム社の一部商品は当社倉庫

にも在庫はございますが、大口の対応はできませんのでその際は全てメーカー直送とさせていただきます。
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● 宅配便発送：日本郵便ゆうパック・ヤマト運輸

当社倉庫より出荷いたします商品は、AM10 時までにご注文いただいた場合当日出荷が可能です。

※ただし、前払いのお支払いを選択された場合は除きます。

発送からお届けまでにかかる日数及び最短の時間帯は、お届け先地域により異なります。

詳しくは各配送業者のお届け日数検索もしくは、当社までお問い合わせください。

ゆうぱっくの配送は下記の 6パターンから、ヤマト運輸は 12-14 時着以外よりご指定いただけます。

・メーカー直送品の場合、ご注文から発送までに 2～ 5営業日かかります。詳しくは各商品ページ詳細を

ご確認ください。

・メーカー様契約の配送業者によっては、時間帯指定不可・土日着不可な場合がございます。

また、代金引換決済や郵便配送はご利用頂けません。詳しくは各商品ページをご確認ください。

商品到着後3日以内にご連絡いただいた、「未開封及び未使用のもの」に限りお受けいたします。ただし、お客様の

ご都合による返品交換の場合は、送料・手数料ともお客様のご負担にてお願いします。

万が一、初期不良・発送間違い・配送時の商品破損（外装箱のみの破損は除く）があった場合は、当店負担にてお取

り替え致します。まずは当店までお電話又はメールにてお知らせください。連絡のない返品はお受けできません。

　【対応窓口】オーシャン貿易㈱アグリ課・通販グループ（担当・角橋）

　　　　　　　TEL：075-255-2400（営業：平日　9～17時）　　　e-mail：green@oceantrading.co.jp

＜個人情報の収集、利用及び目的＞

個人情報は、適法かつ公正な手段により収集致します。個人情報の利用目的は、カタログ等の送付、ブルーベリー栽培に

関する情報提供のために利用させて頂きます。お預かりした個人情報は、あらかじめ本人の同意がある場合や法令等の規

定がある場合を除き、目的外の利用や第三者への提供を行いません。当社が保有する個人情報に関して適用される法令、

規範を遵守するとともに、上記各項における取り組みを適宜見直し、改善していきます。

メーカー直送品について

・ルンルンシート（防草シート）・ハスクチップは「個人宅への配送不可」となりますので、

法人名・農場名・屋号名・商号・施設宛名などを併せてご明記をお願いいたします

当社倉庫発送の商品について

返品について

午前中 12～14時 14～16時 16～18時 18～20時 19～21時

● 路線便発送：NXトランスポート

大型荷物や、大口個数の発送に使用します。

代金引換決済・配達時間帯指定・日曜祝日のお届けのサービスはご利用いただけません。

お届けにかかる日数は上記宅配便での日数＋1～ 2日かかりますが、北海道へのお届けは陸路のため

5～ 6日程いただきます。沖縄及び離島については別途フェリー代がかかります。

※配送業者はお選びいただけません

京都市の当社事務所、又は滋賀県大津市の倉庫からの発送となります。

● 郵便発送：定形外郵便・レターパックライト

郵便配送については当社京都事務所から発送が可能な商品のみ受付をしております。

郵便
可能

こちらのマークがない商品は全て、郵便配送対象外となります。



 E-mail :  green@oceantrading.co.jp
: https://www.oceantrading.co.jp

第三営業部アグリ課

：https://www.instagram.com/blueberry0cean/

：https://www.oceanblueberry.com/


