
①scottie    　　200 組 400 枚     W228 ×D110×H45
②scottie 　　   160 組 320 枚　W228×D110×H45
③ファミマオリジナル　160 組 320 枚　W228×D110×H45
④TOPVALU オリジナル  150 組 300 枚　W228×D110×H45
⑤LEGANCE　FacialTissue（日本製紙クレシア株式会社） 
                         160 組 320 枚　W228×D110×H45 　
⑥SMARTVALUE（プラス株式会社）           
                          200 組 400 枚　     W228 ×D110×H45
⑦nepia 　　　　　 　150 組 300 枚　　W228 ×D116×H45
⑧ローソンオリジナル 180 組 360 枚　　W228 ×D116×H45
⑨エリエール　　　　150 組 300 枚　　W229×D110×H45　
⑩アスクルオリジナル 150 組 300 枚　　W215×D115×H50
⑪hello コンパクト（ユニバーサルペーパー株式会社）
                           150 組 300 枚　W215×D115×H50
⑫nepia  　　　　　　200 組 400 枚　　W228 ×D116×H50
⑬アスクルオリジナル 200 組 400 枚　　W230×D114×H55
⑭エルモア　　　　　200 組 400 枚　     W231 ×D115×H55
⑮SOFTIMO( 大王製紙株式会社）200 組 400 枚　
      W227×D110×H56（株）マツモトキヨシホールディングスオリジナル 
⑯エルモア art＆style  180 組 360 枚　     W231 ×D115×H60
⑰nepia　プレミアムソフト 180 組 360 枚   W228 ×D116×H61
⑱エリエール＋ウォーター    180 組 360 枚  W243 ×D110×H62
⑲エリエール　　　　180 組 360 枚　　W230 ×D110×H63
⑳klinex        180 組 360 枚　     W236×D110×H63
㉑klinex( クリネックスプレミアム）160 組 320 枚　     W236 ×D110×H75
㉒エリエールコットンフィール 160 組 320 枚　W243×D110×H81
㉓klinex( クリネックスやわらかフィール）200 組 400 枚  W240 ×D120×H88
㉔エリエール＋贅沢保湿              200 組 400 枚　  W243×D110×H90
㉕nepia　鼻セレブ  　 200 組 400 枚　　W248 ×D118×H90　
㉖セブンオリジナルプレミアム LUXURY SOFT TISSUE　
                          200 組 400 枚　W248×D120×H93
㉗scottie カシミヤ   　220 組 440 枚　     W248 ×D120×H109
　

ティッシュボックス 使用可能なアイテム

YK19-102　T CUBE YK18-103　
　　　3way tissue

YK18-105
BAG tissue

YK17-107　
　COLOR BOX slim

YK16-115　l
　　　　iving rack

YK15-005　
Double D

YK15-107　
ソフトパック用
ティッシュケース

YK14-007　hakoYK14-007　hako YK14-108　
　　STOCK tissue
YK14-108　
　　STOCK tissue

YK05-108　
　　COLOR BOX 

YK05-009
　　　KOGUCHI

YK05-009
　　　KOGUCHI

YK04-007　
　NATURE BOX

YK15-119　
　　　tissue ＆U

YK12-003　U

YK20-105
Puddings 
　　tissue

①scottie    　　200 組 400 枚
    W228 ×D110×H45

③ファミマオリジナル　160 組 320 枚　
    W228×D110×H45

④TOPVALU オリジナル  150 組 300 枚　
    W228×D110×H45

⑤LEGANCE　FacialTissue
（日本製紙クレシア株式会社） 
160 組 320 枚　W228×D110×H45 　

⑥SMARTVALUE（プラス株式会社）           
    200 組 400 枚   W228 ×D110×H45

⑦nepia  　150 組 300 枚　
　W228 ×D116×H45

⑧ローソンオリジナル 180 組 360 枚　　
    W228 ×D116×H45

⑨エリエール　　150 組 300 枚　　
    W229×D110×H45　

⑩アスクルオリジナル 150 組 300 枚　　
     W215×D115×H50

⑪hello コンパクト
     （ユニバーサルペーパー株式会社）

    150 組 300 枚　W215×D115×H50

⑫nepia  　　200 組 400 枚　　
    W228 ×D116×H50

②scottie 　　   160 組 320 枚　
    W228×D110×H45



ティッシュボックス 使用可能なアイテム

YK18-103　
　　　3way tissue

YK15-005　
Double D

YK14-108　
　　STOCK tissue
YK14-108　
　　STOCK tissue

YK15-005　
Double D

YK15-107　
ソフトパック用
ティッシュケース

YK14-108　
　　STOCK tissue
YK14-108　
　　STOCK tissue

YK05-108　
　　COLOR BOX 

YK05-009
　　　KOGUCHI

YK05-009
　　　KOGUCHI

YK05-108　
　　COLOR BOX 

YK04-007　
　NATURE BOX

YK05-009
　　　KOGUCHI

YK04-007　
　NATURE BOX

YK15-119　
　　　tissue ＆U

YK12-003　U

YK19-102　T CUBE YK18-103　
　　　3way tissue

YK18-105
BAG tissue

YK17-107　
　COLOR BOX slim

YK20-105
Puddings 
　　tissue

YK20-105
Puddings 
　　tissue

YK05-108　
　　COLOR BOX 

YK04-007　
　NATURE BOX

YK15-005　
Double D

YK14-108　
　　STOCK tissue
YK14-108　
　　STOCK tissue

YK05-009
　　　KOGUCHI

YK20-105
Puddings 
　　tissue

⑬アスクルオリジナル 200 組 400 枚
　W230×D114×H55

⑭エルモア　200 組 400 枚　     
　W231 ×D115×H55

⑮SOFTIMO( 大王製紙株式会社）
　200 組 400 枚　
      W227×D110×H56
（株）マツモトキヨシホールディングスオリジナル 

⑯エルモア art＆style  180 組 360 枚　     
　W231 ×D115×H60

⑰nepia　プレミアムソフト 180 組 360 枚  
　 W228 ×D116×H61

資料 B



ティッシュボックス 使用可能なアイテム

YK15-005　
Double D

YK05-108　
　　COLOR BOX 

YK04-007　
　NATURE BOX

YK15-005　
Double D

YK05-108　
　　COLOR BOX 

YK04-007　
　NATURE BOX

YK15-005　
Double D

YK05-108　
　　COLOR BOX 

YK05-009
　　　KOGUCHI

YK04-007　
　NATURE BOX

YK20-105
Puddings 
　　tissue

⑱エリエール＋ウォーター    180 組 360 枚  
　W243 ×D110×H62

⑲エリエール　　　　180 組 360 枚　　
　W230 ×D110×H63

⑳klinex        180 組 360 枚　    
　 W236×D110×H63

㉑klinex( クリネックスプレミアム）160 組 320 枚　     
　W236 ×D110×H75

㉒エリエールコットンフィール 160 組 320 枚　
　W243×D110×H81

使用できないティッシュ

㉓klinex( クリネックスやわらかフィール）200 組 400 枚  
　W240 ×D120×H88

㉔エリエール＋贅沢保湿      200 組 400 枚　  
　W243×D110×H90

㉕nepia　鼻セレブ  　 200 組 400 枚　　
　W248 ×D118×H90　

㉖セブンオリジナルプレミアム LUXURY SOFT TISSUE　
                          200 組 400 枚　W248×D120×H93

㉗scottie カシミヤ   　220 組 440 枚　     
　W248 ×D120×H109

資料 C



外寸 size:W267×D135×H77
内寸 size:W250×D119×H66

外寸 size:W135×D87×H260
内寸 size:W123×D70×H247

外寸 size:W150×D80×H270
内寸 size:W124×D69×H262

YK19-102　T CUBE

YK20-105　Puddings tissue

YK18-105　BAG tissue

外寸 size:W260×D75×H140
内寸 size:W248×D61×H123

外寸 size:W125×D130×H65
内寸 size:W112×D117×H47

YK17-009　half slide in

YK18-103　3way tissue

使用可能ティッシュ (①から小さい順）商品名 商品 size 使用できないティッシュ

①scottie    　　200 組 400 枚     W228 ×D110×H45
②scottie 　　   160 組 320 枚　W228×D110×H45
③ファミマオリジナル　160 組 320 枚　W228×D110×H45
④TOPVALU オリジナル  150 組 300 枚　W228×D110×H45
⑤LEGANCE　FacialTissue（日本製紙クレシア株式会社） 
                         160 組 320 枚　W228×D110×H45 　
⑥SMARTVALUE（プラス株式会社）           
                          200 組 400 枚　     W228 ×D110×H45
⑦nepia 　　　　　 　150 組 300 枚　　W228 ×D116×H45
⑧ローソンオリジナル 180 組 360 枚　　W228 ×D116×H45
⑨エリエール　　　　150 組 300 枚　　W229×D110×H45　

⑯エルモア art＆style  180 組 360 枚　     W231 ×D115×H60
⑰nepia　プレミアムソフト 180 組 360 枚   W228 ×D116×H61
⑱エリエール＋ウォーター    180 組 360 枚  W243 ×D110×H62
⑲エリエール　　　　180 組 360 枚　　W230 ×D110×H63
⑳klinex        180 組 360 枚　     W236×D110×H63
㉑klinex( クリネックスプレミアム）160 組 320 枚　     W236 ×D110×H75
㉒エリエールコットンフィール 160 組 320 枚　W243×D110×H81
㉓klinex( クリネックスやわらかフィール）200 組 400 枚  W240 ×D120×H88
㉔エリエール＋贅沢保湿              200 組 400 枚　  W243×D110×H90
㉕nepia　鼻セレブ  　 200 組 400 枚　　W248 ×D118×H90　
㉖セブンオリジナルプレミアム LUXURY SOFT TISSUE　
                          200 組 400 枚　W248×D120×H93
㉗scottie カシミヤ   　220 組 440 枚　     W248 ×D120×H109

①scottie    　　200 組 400 枚     W228 ×D110×H45
②scottie 　　   160 組 320 枚　W228×D110×H45
③ファミマオリジナル　160 組 320 枚　W228×D110×H45
④TOPVALU オリジナル  150 組 300 枚　W228×D110×H45
⑤LEGANCE　FacialTissue（日本製紙クレシア株式会社） 
                         160 組 320 枚　W228×D110×H45 　
⑥SMARTVALUE（プラス株式会社）           
                          200 組 400 枚　     W228 ×D110×H45
⑦nepia 　　　　　 　150 組 300 枚　　W228 ×D116×H45
⑧ローソンオリジナル 180 組 360 枚　　W228 ×D116×H45
⑨エリエール　　　　150 組 300 枚　　W229×D110×H45　

⑩アスクルオリジナル 150 組 300 枚　　W215×D115×H50
⑪hello コンパクト（ユニバーサルペーパー株式会社）
                           150 組 300 枚　W215×D115×H50
⑫nepia  　　　　　　200 組 400 枚　　W228 ×D116×H50
⑬アスクルオリジナル 200 組 400 枚　　W230×D114×H55
⑭エルモア　　　　　200 組 400 枚　     W231 ×D115×H55
⑮SOFTIMO( 大王製紙株式会社）200 組 400 枚　
      W227×D110×H56（株）マツモトキヨシホールディングスオリジナル 

①scottie    　　200 組 400 枚     W228 ×D110×H45
②scottie 　　   160 組 320 枚　W228×D110×H45
③ファミマオリジナル　160 組 320 枚　W228×D110×H45
④TOPVALU オリジナル  150 組 300 枚　W228×D110×H45
⑤LEGANCE　FacialTissue（日本製紙クレシア株式会社） 
                         160 組 320 枚　W228×D110×H45 　
⑥SMARTVALUE（プラス株式会社）           
                          200 組 400 枚　     W228 ×D110×H45
⑦nepia 　　　　　 　150 組 300 枚　　W228 ×D116×H45
⑧ローソンオリジナル 180 組 360 枚　　W228 ×D116×H45
⑨エリエール　　　　150 組 300 枚　　W229×D110×H45　

⑰nepia　プレミアムソフト 180 組 360 枚   W228 ×D116×H61
⑱エリエール＋ウォーター    180 組 360 枚  W243 ×D110×H62
⑲エリエール　　　　180 組 360 枚　　W230 ×D110×H63
⑳klinex        180 組 360 枚　     W236×D110×H63
㉑klinex( クリネックスプレミアム）160 組 320 枚　     W236 ×D110×H75
㉒エリエールコットンフィール 160 組 320 枚　W243×D110×H81
㉓klinex( クリネックスやわらかフィール）200 組 400 枚  W240 ×D120×H88
㉔エリエール＋贅沢保湿              200 組 400 枚　  W243×D110×H90
㉕nepia　鼻セレブ  　 200 組 400 枚　　W248 ×D118×H90　
㉖セブンオリジナルプレミアム LUXURY SOFT TISSUE　
                          200 組 400 枚　W248×D120×H93
㉗scottie カシミヤ   　220 組 440 枚　     W248 ×D120×H109
　
　

⑩アスクルオリジナル 150 組 300 枚　　W215×D115×H50
⑪hello コンパクト（ユニバーサルペーパー株式会社）
                           150 組 300 枚　W215×D115×H50
⑫nepia  　　　　　　200 組 400 枚　　W228 ×D116×H50
⑬アスクルオリジナル 200 組 400 枚　　W230×D114×H55
⑭エルモア　　　　　200 組 400 枚　     W231 ×D115×H55
⑮SOFTIMO( 大王製紙株式会社）200 組 400 枚　
      W227×D110×H56（株）マツモトキヨシホールディングスオリジナル 
⑯エルモア art＆style  180 組 360 枚　     W231 ×D115×H60

①scottie    　　200 組 400 枚     W228 ×D110×H45
②scottie 　　   160 組 320 枚　W228×D110×H45
③ファミマオリジナル　160 組 320 枚　W228×D110×H45
④TOPVALU オリジナル  150 組 300 枚　W228×D110×H45
⑤LEGANCE　FacialTissue（日本製紙クレシア株式会社） 
                         160 組 320 枚　W228×D110×H45 　
⑥SMARTVALUE（プラス株式会社）           
                          200 組 400 枚　     W228 ×D110×H45
⑦nepia 　　　　　 　150 組 300 枚　　W228 ×D116×H45
⑧ローソンオリジナル 180 組 360 枚　　W228 ×D116×H45
⑨エリエール　　　　150 組 300 枚　　W229×D110×H45　

⑯エルモア art＆style  180 組 360 枚　     W231 ×D115×H60
⑰nepia　プレミアムソフト 180 組 360 枚   W228 ×D116×H61
⑱エリエール＋ウォーター    180 組 360 枚  W243 ×D110×H62
⑲エリエール　　　　180 組 360 枚　　W230 ×D110×H63
⑳klinex        180 組 360 枚　     W236×D110×H63
㉑klinex( クリネックスプレミアム）160 組 320 枚　     W236 ×D110×H75
㉒エリエールコットンフィール 160 組 320 枚　W243×D110×H81
㉓klinex( クリネックスやわらかフィール）200 組 400 枚  W240 ×D120×H88
㉔エリエール＋贅沢保湿              200 組 400 枚　  W243×D110×H90
㉕nepia　鼻セレブ  　 200 組 400 枚　　W248 ×D118×H90　
㉖セブンオリジナルプレミアム LUXURY SOFT TISSUE　
                          200 組 400 枚　W248×D120×H93
㉗scottie カシミヤ   　220 組 440 枚　     W248 ×D120×H109
　

⑩アスクルオリジナル 150 組 300 枚　　W215×D115×H50
⑪hello コンパクト（ユニバーサルペーパー株式会社）
                           150 組 300 枚　W215×D115×H50
⑫nepia  　　　　　　200 組 400 枚　　W228 ×D116×H50
⑬アスクルオリジナル 200 組 400 枚　　W230×D114×H55
⑭エルモア　　　　　200 組 400 枚　     W231 ×D115×H55
⑮SOFTIMO( 大王製紙株式会社）200 組 400 枚　
      W227×D110×H56（株）マツモトキヨシホールディングスオリジナル 

■ハーフサイズティッシュペーパー　150 組 300 枚まで

⑩アスクルオリジナル 150 組 300 枚　　W215×D115×H50
⑪hello コンパクト（ユニバーサルペーパー株式会社）
                           150 組 300 枚　W215×D115×H50
⑫nepia  　　　　　　200 組 400 枚　　W228 ×D116×H50
⑬アスクルオリジナル 200 組 400 枚　　W230×D114×H55
⑭エルモア　　　　　200 組 400 枚　     W231 ×D115×H55
⑮SOFTIMO( 大王製紙株式会社）200 組 400 枚　
      W227×D110×H56（株）マツモトキヨシホールディングスオリジナル 
⑯エルモア art＆style  180 組 360 枚　     W231 ×D115×H60
⑰nepia　プレミアムソフト 180 組 360 枚   W228 ×D116×H61
⑲エリエール　　　　180 組 360 枚　　W230 ×D110×H63

⑱エリエール＋ウォーター    180 組 360 枚  W243 ×D110×H62
⑳klinex        180 組 360 枚　     W236×D110×H63
㉑klinex( クリネックスプレミアム）160 組 320 枚　     W236 ×D110×H75
㉒エリエールコットンフィール 160 組 320 枚　W243×D110×H81
㉓klinex( クリネックスやわらかフィール）200 組 400 枚  W240 ×D120×H88
㉔エリエール＋贅沢保湿              200 組 400 枚　  W243×D110×H90
㉕nepia　鼻セレブ  　 200 組 400 枚　　W248 ×D118×H90　
㉖セブンオリジナルプレミアム LUXURY SOFT TISSUE　
                          200 組 400 枚　W248×D120×H93
㉗scottie カシミヤ   　220 組 440 枚　     W248 ×D120×H109
　



商品名 商品 size 使用できないティッシュ

外寸 size:W285×D135×H75
内寸 size:W273×D123×H59

外寸 size:W240×D125×H65
内寸 size:W221×D112×H55

YK17-107　COLOR BOX slim

外寸 size:W220×D140×H265
ティッシュ収納部分
内寸 size:W257×D129×H64

外寸 size:W240×D140×H135
ティッシュ収納部分
内寸 size:W227×D61×H119

YK15-005　Double D

YK15-107　ソフトパック用
　　　　　ティッシュケース

YK16-115　living rack

■ソフトパックティッシュペーパー　150 組 300 枚まで

①scottie    　　200 組 400 枚     W228 ×D110×H45
②scottie 　　   160 組 320 枚　W228×D110×H45
③ファミマオリジナル　160 組 320 枚　W228×D110×H45
④TOPVALU オリジナル  150 組 300 枚　W228×D110×H45
⑤LEGANCE　FacialTissue（日本製紙クレシア株式会社） 
                         160 組 320 枚　W228×D110×H45 　
⑥SMARTVALUE（プラス株式会社）           
                          200 組 400 枚　     W228 ×D110×H45
⑦nepia 　　　　　 　150 組 300 枚　　W228 ×D116×H45
⑧ローソンオリジナル 180 組 360 枚　　W228 ×D116×H45
⑨エリエール　　　　150 組 300 枚　　W229×D110×H45　

⑯エルモア art＆style  180 組 360 枚　     W231 ×D115×H60
⑰nepia　プレミアムソフト 180 組 360 枚   W228 ×D116×H61
⑱エリエール＋ウォーター    180 組 360 枚  W243 ×D110×H62
⑲エリエール　　　　180 組 360 枚　　W230 ×D110×H63
⑳klinex        180 組 360 枚　     W236×D110×H63
㉑klinex( クリネックスプレミアム）160 組 320 枚　     W236 ×D110×H75
㉒エリエールコットンフィール 160 組 320 枚　W243×D110×H81
㉓klinex( クリネックスやわらかフィール）200 組 400 枚  W240 ×D120×H88
㉔エリエール＋贅沢保湿              200 組 400 枚　  W243×D110×H90
㉕nepia　鼻セレブ  　 200 組 400 枚　　W248 ×D118×H90　
㉖セブンオリジナルプレミアム LUXURY SOFT TISSUE　200 組 400 枚　W248×D120×H93
㉗scottie カシミヤ   　220 組 440 枚　     W248 ×D120×H109

⑩アスクルオリジナル 150 組 300 枚　　W215×D115×H50
⑪hello コンパクト（ユニバーサルペーパー株式会社）
                           150 組 300 枚　W215×D115×H50
⑫nepia  　　　　　　200 組 400 枚　　W228 ×D116×H50
⑬アスクルオリジナル 200 組 400 枚　　W230×D114×H55
⑭エルモア　　　　　200 組 400 枚　     W231 ×D115×H55
⑮SOFTIMO( 大王製紙株式会社）200 組 400 枚　
      W227×D110×H56（株）マツモトキヨシホールディングスオリジナ

①scottie    　　200 組 400 枚     W228 ×D110×H45
②scottie 　　   160 組 320 枚　W228×D110×H45
③ファミマオリジナル　160 組 320 枚　W228×D110×H45
④TOPVALU オリジナル  150 組 300 枚　W228×D110×H45
⑤LEGANCE　FacialTissue（日本製紙クレシア株式会社） 
                         160 組 320 枚　W228×D110×H45 　
⑥SMARTVALUE（プラス株式会社）           
                          200 組 400 枚　     W228 ×D110×H45
⑦nepia 　　　　　 　150 組 300 枚　　W228 ×D116×H45
⑧ローソンオリジナル 180 組 360 枚　　W228 ×D116×H45
⑨エリエール　　　　150 組 300 枚　　W229×D110×H45　

⑬アスクルオリジナル 200 組 400 枚　　W230×D114×H55
⑭エルモア　　　　　200 組 400 枚　     W231 ×D115×H55
⑮SOFTIMO( 大王製紙株式会社）200 組 400 枚　
      W227×D110×H56（株）マツモトキヨシホールディングスオリジナル 
⑯エルモア art＆style  180 組 360 枚　     W231 ×D115×H60
⑰nepia　プレミアムソフト 180 組 360 枚   W228 ×D116×H61
⑱エリエール＋ウォーター    180 組 360 枚  W243 ×D110×H62
⑲エリエール　　　　180 組 360 枚　　W230 ×D110×H63
⑳klinex        180 組 360 枚　     W236×D110×H63
㉑klinex( クリネックスプレミアム）160 組 320 枚　     W236 ×D110×H75
㉒エリエールコットンフィール 160 組 320 枚　W243×D110×H81
㉓klinex( クリネックスやわらかフィール）200 組 400 枚  W240 ×D120×H88
㉔エリエール＋贅沢保湿              200 組 400 枚　  W243×D110×H90
㉕nepia　鼻セレブ  　 200 組 400 枚　　W248 ×D118×H90　
㉖セブンオリジナルプレミアム LUXURY SOFT TISSUE　
                          200 組 400 枚　W248×D120×H93
㉗scottie カシミヤ   　220 組 440 枚　     W248 ×D120×H109
　

⑩アスクルオリジナル 150 組 300 枚　　W215×D115×H50
⑪hello コンパクト（ユニバーサルペーパー株式会社）
                           150 組 300 枚　W215×D115×H50
⑫nepia  　　　　　　200 組 400 枚　　W228 ×D116×H50

①scottie    　　200 組 400 枚     W228 ×D110×H45
②scottie 　　   160 組 320 枚　W228×D110×H45
③ファミマオリジナル　160 組 320 枚　W228×D110×H45
④TOPVALU オリジナル  150 組 300 枚　W228×D110×H45
⑤LEGANCE　FacialTissue（日本製紙クレシア株式会社） 
                         160 組 320 枚　W228×D110×H45 　
⑥SMARTVALUE（プラス株式会社）           
                          200 組 400 枚　     W228 ×D110×H45
⑦nepia 　　　　　 　150 組 300 枚　　W228 ×D116×H45
⑧ローソンオリジナル 180 組 360 枚　　W228 ×D116×H45
⑨エリエール　　　　150 組 300 枚　　W229×D110×H45　
⑩アスクルオリジナル 150 組 300 枚　　W215×D115×H50
⑪hello コンパクト（ユニバーサルペーパー株式会社）
                           150 組 300 枚　W215×D115×H50
⑫nepia  　　　　　　200 組 400 枚　　W228 ×D116×H50
⑬アスクルオリジナル 200 組 400 枚　　W230×D114×H55

㉑klinex( クリネックスプレミアム）160 組 320 枚　     W236 ×D110×H75
㉒エリエールコットンフィール 160 組 320 枚　W243×D110×H81
㉓klinex( クリネックスやわらかフィール）200 組 400 枚  W240 ×D120×H88
㉔エリエール＋贅沢保湿              200 組 400 枚　  W243×D110×H90
㉕nepia　鼻セレブ  　 200 組 400 枚　　W248 ×D118×H90　
㉖セブンオリジナルプレミアム LUXURY SOFT TISSUE　
                          200 組 400 枚　W248×D120×H93
㉗scottie カシミヤ   　220 組 440 枚　     W248 ×D120×H109
　

⑭エルモア　　　　　200 組 400 枚　     W231 ×D115×H55
⑮SOFTIMO( 大王製紙株式会社）200 組 400 枚　
      W227×D110×H56（株）マツモトキヨシホールディングスオリジナル 
⑯エルモア art＆style  180 組 360 枚　     W231 ×D115×H60
⑰nepia　プレミアムソフト 180 組 360 枚   W228 ×D116×H61
⑱エリエール＋ウォーター    180 組 360 枚  W243 ×D110×H62
⑲エリエール　　　　180 組 360 枚　　W230 ×D110×H63
⑳klinex        180 組 360 枚　     W236×D110×H63

使用可能ティッシュ (①から小さい順）



外寸 size:W265×D135×H65
内寸 size:W253×D123×H52

YK14-007　hako

外寸 size:W275×D135×H85
内寸 size:W263×D123×H71

YK05-009　KOGUCHI

外寸 size:W280×D145×H135
ティッシュ収納部分
内寸 size:W267×D120×H60

YK14-108　STOCK tissue

YK08-103　COLOR MINI

外寸 size:W130×D130×H150
内寸 size:W120×D120×H130

商品名 商品 size 使用できないティッシュ

①scottie    　　200 組 400 枚     W228 ×D110×H45
②scottie 　　   160 組 320 枚　W228×D110×H45
③ファミマオリジナル　160 組 320 枚　W228×D110×H45
④TOPVALU オリジナル  150 組 300 枚　W228×D110×H45
⑤LEGANCE　FacialTissue（日本製紙クレシア株式会社） 
                         160 組 320 枚　W228×D110×H45 　
⑥SMARTVALUE（プラス株式会社）           
                          200 組 400 枚　     W228 ×D110×H45
⑦nepia 　　　　　 　150 組 300 枚　　W228 ×D116×H45
⑧ローソンオリジナル 180 組 360 枚　　W228 ×D116×H45
⑨エリエール　　　　150 組 300 枚　　W229×D110×H45　

⑬アスクルオリジナル 200 組 400 枚　　W230×D114×H55
⑭エルモア　　　　　200 組 400 枚　     W231 ×D115×H55
⑮SOFTIMO( 大王製紙株式会社）200 組 400 枚　
      W227×D110×H56（株）マツモトキヨシホールディングスオリジナル 
⑯エルモア art＆style  180 組 360 枚　     W231 ×D115×H60
⑰nepia　プレミアムソフト 180 組 360 枚   W228 ×D116×H61
⑱エリエール＋ウォーター    180 組 360 枚  W243 ×D110×H62
⑲エリエール　　　　180 組 360 枚　　W230 ×D110×H63
⑳klinex        180 組 360 枚　     W236×D110×H63
㉑klinex( クリネックスプレミアム）160 組 320 枚　     W236 ×D110×H75
㉒エリエールコットンフィール 160 組 320 枚　W243×D110×H81
㉓klinex( クリネックスやわらかフィール）200 組 400 枚  W240 ×D120×H88
㉔エリエール＋贅沢保湿              200 組 400 枚　  W243×D110×H90
㉕nepia　鼻セレブ  　 200 組 400 枚　　W248 ×D118×H90　
㉖セブンオリジナルプレミアム LUXURY SOFT TISSUE　
                          200 組 400 枚　W248×D120×H93
㉗scottie カシミヤ   　220 組 440 枚　     W248 ×D120×H109

⑩アスクルオリジナル 150 組 300 枚　　W215×D115×H50
⑪hello コンパクト（ユニバーサルペーパー株式会社）
                           150 組 300 枚　W215×D115×H50
⑫nepia  　　　　　　200 組 400 枚　　W228 ×D116×H50

①scottie    　　200 組 400 枚     W228 ×D110×H45
②scottie 　　   160 組 320 枚　W228×D110×H45
③ファミマオリジナル　160 組 320 枚　W228×D110×H45
④TOPVALU オリジナル  150 組 300 枚　W228×D110×H45
⑤LEGANCE　FacialTissue（日本製紙クレシア株式会社） 
                         160 組 320 枚　W228×D110×H45 　
⑥SMARTVALUE（プラス株式会社）           
                          200 組 400 枚　     W228 ×D110×H45
⑦nepia 　　　　　 　150 組 300 枚　　W228 ×D116×H45
⑧ローソンオリジナル 180 組 360 枚　　W228 ×D116×H45
⑨エリエール　　　　150 組 300 枚　　W229×D110×H45　

⑱エリエール＋ウォーター    180 組 360 枚  W243 ×D110×H62
⑲エリエール　　　　180 組 360 枚　　W230 ×D110×H63
⑳klinex        180 組 360 枚　     W236×D110×H63
㉑klinex( クリネックスプレミアム）160 組 320 枚　     W236 ×D110×H75
㉒エリエールコットンフィール 160 組 320 枚　W243×D110×H81
㉓klinex( クリネックスやわらかフィール）200 組 400 枚  W240 ×D120×H88
㉔エリエール＋贅沢保湿              200 組 400 枚　  W243×D110×H90
㉕nepia　鼻セレブ  　 200 組 400 枚　　W248 ×D118×H90　
㉖セブンオリジナルプレミアム LUXURY SOFT TISSUE　
                          200 組 400 枚　W248×D120×H93
㉗scottie カシミヤ   　220 組 440 枚　     W248 ×D120×H109
　

⑩アスクルオリジナル 150 組 300 枚　　W215×D115×H50
⑪hello コンパクト（ユニバーサルペーパー株式会社）
                           150 組 300 枚　W215×D115×H50
⑫nepia  　　　　　　200 組 400 枚　　W228 ×D116×H50
⑬アスクルオリジナル 200 組 400 枚　　W230×D114×H55
⑭エルモア　　　　　200 組 400 枚　     W231 ×D115×H55
⑮SOFTIMO( 大王製紙株式会社）200 組 400 枚　
      W227×D110×H56（株）マツモトキヨシホールディングスオリジナル 
⑯エルモア art＆style  180 組 360 枚　     W231 ×D115×H60
⑰nepia　プレミアムソフト 180 組 360 枚   W228 ×D116×H61

■トイレットペーパー一つ
■ティッシュペーパー 120 組 240 枚まで

①scottie    　　200 組 400 枚     W228 ×D110×H45
②scottie 　　   160 組 320 枚　W228×D110×H45
③ファミマオリジナル　160 組 320 枚　W228×D110×H45
④TOPVALU オリジナル  150 組 300 枚　W228×D110×H45
⑤LEGANCE　FacialTissue（日本製紙クレシア株式会社） 
                         160 組 320 枚　W228×D110×H45 　
⑥SMARTVALUE（プラス株式会社）           
                          200 組 400 枚　     W228 ×D110×H45
⑦nepia 　　　　　 　150 組 300 枚　　W228 ×D116×H45
⑧ローソンオリジナル 180 組 360 枚　　W228 ×D116×H45
⑨エリエール　　　　150 組 300 枚　　W229×D110×H45　
⑩アスクルオリジナル 150 組 300 枚　　W215×D115×H50
⑪hello コンパクト（ユニバーサルペーパー株式会社）
                           150 組 300 枚　W215×D115×H50
⑫nepia  　　　　　　200 組 400 枚　　W228 ×D116×H50

⑱エリエール＋ウォーター    180 組 360 枚  W243 ×D110×H62
⑳klinex        180 組 360 枚　     W236×D110×H63
㉑klinex( クリネックスプレミアム）160 組 320 枚　     W236 ×D110×H75
㉒エリエールコットンフィール 160 組 320 枚　W243×D110×H81
㉓klinex( クリネックスやわらかフィール）200 組 400 枚  W240 ×D120×H88
㉔エリエール＋贅沢保湿              200 組 400 枚　  W243×D110×H90
㉕nepia　鼻セレブ  　 200 組 400 枚　　W248 ×D118×H90　
㉖セブンオリジナルプレミアム LUXURY SOFT TISSUE　
                          200 組 400 枚　W248×D120×H93
㉗scottie カシミヤ   　220 組 440 枚　     W248 ×D120×H109

⑬アスクルオリジナル 200 組 400 枚　　W230×D114×H55
⑭エルモア　　　　　200 組 400 枚　     W231 ×D115×H55
⑮SOFTIMO( 大王製紙株式会社）200 組 400 枚　
      W227×D110×H56（株）マツモトキヨシホールディングスオリジナル 
⑯エルモア art＆style  180 組 360 枚　     W231 ×D115×H60
⑰nepia　プレミアムソフト 180 組 360 枚   W228 ×D116×H61
⑲エリエール　　　　180 組 360 枚　　W230 ×D110×H63

使用可能ティッシュ (①から小さい順）



外寸 size:W326×D70×H137
ティッシュ収納部分
内寸 size:W238×D58×H130

YK15-119　tissue ＆U

外寸 size:W250×D150×H60
内寸 size:W232×D103×H40

YK12-002　choco block

外寸 size:W260×D135×H70
内寸 size:W232×D102×H58

YK12-003　U

外寸 size:W286×D135×H85
内寸 size:W275×D123×H69

YK04-007　NATURE BOX

外寸 size:W285×D135×H90
内寸 size:W273×D121×H75

YK05-108　COLOR BOX 

■ソフトパックティッシュペーパー　150 組 300 枚まで

商品名 商品 size 使用できないティッシュ

①scottie    　　200 組 400 枚     W228 ×D110×H45
②scottie 　　   160 組 320 枚　W228×D110×H45
③ファミマオリジナル　160 組 320 枚　W228×D110×H45
④TOPVALU オリジナル  150 組 300 枚　W228×D110×H45
⑤LEGANCE　FacialTissue（日本製紙クレシア株式会社） 
                         160 組 320 枚　W228×D110×H45 　
⑥SMARTVALUE（プラス株式会社）           
                          200 組 400 枚　     W228 ×D110×H45
⑦nepia 　　　　　 　150 組 300 枚　　W228 ×D116×H45
⑧ローソンオリジナル 180 組 360 枚　　W228 ×D116×H45
⑨エリエール　　　　150 組 300 枚　　W229×D110×H45　
⑩アスクルオリジナル 150 組 300 枚　　W215×D115×H50

㉑klinex( クリネックスプレミアム）160 組 320 枚　     W236 ×D110×H75
㉒エリエールコットンフィール 160 組 320 枚　W243×D110×H81
㉓klinex( クリネックスやわらかフィール）200 組 400 枚  W240 ×D120×H88
㉔エリエール＋贅沢保湿              200 組 400 枚　  W243×D110×H90
㉕nepia　鼻セレブ  　 200 組 400 枚　　W248 ×D118×H90　
㉖セブンオリジナルプレミアム LUXURY SOFT TISSUE　
                          200 組 400 枚　W248×D120×H93
㉗scottie カシミヤ   　220 組 440 枚　     W248 ×D120×H109
　

⑪hello コンパクト（ユニバーサルペーパー株式会社）
                           150 組 300 枚　W215×D115×H50
⑫nepia  　　　　　　200 組 400 枚　　W228 ×D116×H50
⑬アスクルオリジナル 200 組 400 枚　　W230×D114×H55
⑭エルモア　　　　　200 組 400 枚　     W231 ×D115×H55
⑮SOFTIMO( 大王製紙株式会社）200 組 400 枚　
      W227×D110×H56（株）マツモトキヨシホールディングスオリジナル 
⑯エルモア art＆style  180 組 360 枚　     W231 ×D115×H60
⑰nepia　プレミアムソフト 180 組 360 枚   W228 ×D116×H61
⑱エリエール＋ウォーター    180 組 360 枚  W243 ×D110×H62
⑲エリエール　　　　180 組 360 枚　　W230 ×D110×H63
⑳klinex        180 組 360 枚　     W236×D110×H63

①scottie    　　200 組 400 枚     W228 ×D110×H45
②scottie 　　   160 組 320 枚　W228×D110×H45
③ファミマオリジナル　160 組 320 枚　W228×D110×H45
④TOPVALU オリジナル  150 組 300 枚　W228×D110×H45
⑤LEGANCE　FacialTissue（日本製紙クレシア株式会社） 
                         160 組 320 枚　W228×D110×H45 　
⑥SMARTVALUE（プラス株式会社）           
                          200 組 400 枚　     W228 ×D110×H45
⑦nepia 　　　　　 　150 組 300 枚　　W228 ×D116×H45
⑧ローソンオリジナル 180 組 360 枚　　W228 ×D116×H45
⑨エリエール　　　　150 組 300 枚　　W229×D110×H45　
⑩アスクルオリジナル 150 組 300 枚　　W215×D115×H50

㉑klinex( クリネックスプレミアム）160 組 320 枚　     W236 ×D110×H75
㉒エリエールコットンフィール 160 組 320 枚　W243×D110×H81
㉓klinex( クリネックスやわらかフィール）200 組 400 枚  W240 ×D120×H88
㉔エリエール＋贅沢保湿              200 組 400 枚　  W243×D110×H90
㉕nepia　鼻セレブ  　 200 組 400 枚　　W248 ×D118×H90　
㉖セブンオリジナルプレミアム LUXURY SOFT TISSUE　
                          200 組 400 枚　W248×D120×H93
㉗scottie カシミヤ   　220 組 440 枚　     W248 ×D120×H109
　
　

⑪hello コンパクト（ユニバーサルペーパー株式会社）
                           150 組 300 枚　W215×D115×H50
⑫nepia  　　　　　　200 組 400 枚　　W228 ×D116×H50
⑬アスクルオリジナル 200 組 400 枚　　W230×D114×H55
⑭エルモア　　　　　200 組 400 枚　     W231 ×D115×H55
⑮SOFTIMO( 大王製紙株式会社）200 組 400 枚　
      W227×D110×H56（株）マツモトキヨシホールディングスオリジナル 
⑯エルモア art＆style  180 組 360 枚　     W231 ×D115×H60
⑰nepia　プレミアムソフト 180 組 360 枚   W228 ×D116×H61
⑱エリエール＋ウォーター    180 組 360 枚  W243 ×D110×H62
⑲エリエール　　　　180 組 360 枚　　W230 ×D110×H63
⑳klinex        180 組 360 枚　     W236×D110×H63

①scottie    　　200 組 400 枚     W228 ×D110×H45
②scottie 　　   160 組 320 枚　W228×D110×H45
③ファミマオリジナル　160 組 320 枚　W228×D110×H45
④TOPVALU オリジナル  150 組 300 枚　W228×D110×H45
⑤LEGANCE　FacialTissue（日本製紙クレシア株式会社） 
                         160 組 320 枚　W228×D110×H45 　
⑥SMARTVALUE（プラス株式会社）           
                          200 組 400 枚　     W228 ×D110×H45
⑦nepia 　　　　　 　150 組 300 枚　　W228 ×D116×H45
⑧ローソンオリジナル 180 組 360 枚　　W228 ×D116×H45
⑨エリエール　　　　150 組 300 枚　　W229×D110×H45　
⑩アスクルオリジナル 150 組 300 枚　　W215×D115×H50

⑯エルモア art＆style  180 組 360 枚　     W231 ×D115×H60
⑰nepia　プレミアムソフト 180 組 360 枚   W228 ×D116×H61
⑱エリエール＋ウォーター    180 組 360 枚  W243 ×D110×H62
⑲エリエール　　　　180 組 360 枚　　W230 ×D110×H63
⑳klinex        180 組 360 枚　     W236×D110×H63
㉑klinex( クリネックスプレミアム）160 組 320 枚　     W236 ×D110×H75
㉒エリエールコットンフィール 160 組 320 枚　W243×D110×H81
㉓klinex( クリネックスやわらかフィール）200 組 400 枚  W240 ×D120×H88
㉔エリエール＋贅沢保湿              200 組 400 枚　  W243×D110×H90
㉕nepia　鼻セレブ  　 200 組 400 枚　　W248 ×D118×H90　
㉖セブンオリジナルプレミアム LUXURY SOFT TISSUE　
                          200 組 400 枚　W248×D120×H93
㉗scottie カシミヤ   　220 組 440 枚　     W248 ×D120×H109
　

⑯エルモア art＆style  180 組 360 枚　     W231 ×D115×H60
⑰nepia　プレミアムソフト 180 組 360 枚   W228 ×D116×H61
⑱エリエール＋ウォーター    180 組 360 枚  W243 ×D110×H62
⑲エリエール　　　　180 組 360 枚　　W230 ×D110×H63
⑳klinex        180 組 360 枚　     W236×D110×H63
㉑klinex( クリネックスプレミアム）160 組 320 枚　     W236 ×D110×H75
㉒エリエールコットンフィール 160 組 320 枚　W243×D110×H81
㉓klinex( クリネックスやわらかフィール）200 組 400 枚  W240 ×D120×H88
㉔エリエール＋贅沢保湿              200 組 400 枚　  W243×D110×H90
㉕nepia　鼻セレブ  　 200 組 400 枚　　W248 ×D118×H90　
㉖セブンオリジナルプレミアム LUXURY SOFT TISSUE　200 組 400 枚　W248×D120×H93
㉗scottie カシミヤ   　220 組 440 枚　     W248 ×D120×H109
　

⑪hello コンパクト（ユニバーサルペーパー株式会社）
                           150 組 300 枚　W215×D115×H50
⑫nepia  　　　　　　200 組 400 枚　　W228 ×D116×H50
⑬アスクルオリジナル 200 組 400 枚　　W230×D114×H55
⑭エルモア　　　　　200 組 400 枚　     W231 ×D115×H55
⑮SOFTIMO( 大王製紙株式会社）200 組 400 枚　
      W227×D110×H56（株）マツモトキヨシホールディングスオリジナル 

①scottie    　　200 組 400 枚     W228 ×D110×H45
②scottie 　　   160 組 320 枚　W228×D110×H45
③ファミマオリジナル　160 組 320 枚　W228×D110×H45
④TOPVALU オリジナル  150 組 300 枚　W228×D110×H45
⑤LEGANCE　FacialTissue（日本製紙クレシア株式会社） 
                         160 組 320 枚　W228×D110×H45 　
⑥SMARTVALUE（プラス株式会社）           
                          200 組 400 枚　     W228 ×D110×H45
⑦nepia 　　　　　 　150 組 300 枚　　W228 ×D116×H45
⑧ローソンオリジナル 180 組 360 枚　　W228 ×D116×H45
⑨エリエール　　　　150 組 300 枚　　W229×D110×H45　

⑩アスクルオリジナル 150 組 300 枚　　W215×D115×H50
⑪hello コンパクト（ユニバーサルペーパー株式会社）
                           150 組 300 枚　W215×D115×H50
⑫nepia  　　　　　　200 組 400 枚　　W228 ×D116×H50
⑬アスクルオリジナル 200 組 400 枚　　W230×D114×H55
⑭エルモア　　　　　200 組 400 枚　     W231 ×D115×H55
⑮SOFTIMO( 大王製紙株式会社）200 組 400 枚　
      W227×D110×H56（株）マツモトキヨシホールディングスオリジナル 

使用可能ティッシュ (①から小さい順）


