
取扱容器例 BHP-120 （白〉

E園 it•スプーン巾

Elliこの マークのある
容器には白い化粧箱が

ございます。 〈寄量〉 〈琶量〉 〈寄量〉 〈富置〉
30• 1 kg I 500g 50()g 1kg 

この マークのある容器 〈柑商〉 ト－ 〈材質〉 〈柑商〉 〈柑健〉

圏 にはタJPの 化 附 本体フロストガラス ボトル PE 本体：pp 本体 pp
ヰャッブ pp l」ー~＇ キャッブ pp 申鐙 PE 申往 PE

ございます。 *2極舗あります キャッブ pp キャッブpp

ヱア レス15 （白〕 工7フレス30 工アレス60 KN-120 ST-200 C白）

四冨冨 四冨宣 四冨冨 E園 四冨冨
E国 陸司

〈容量〉

〈容量〉

｜｜ 

〈寄畳〉 〈容量〉 120nL 〈富量〉

15mL 30nし 60mL 200mL 

〈材質〉 〈柑賀〉 〈柑薗〉
〈柑薗〉

〈開質〉 ボトル ボトル ポトル
フロストガラス ボトル円訂

ボトル pp SAN ABS, PE SAN、ABS、PE ＂＇ンフ pp
ポンプシブpppp 

＂＇ンブジブfI'A、:1 ポンプ：l'P、PE ポンプツブp~、BPE 
キャ キャ キャッブ ABS キャ

PK-150 （手L白〕 PK-300 （乳白〉 SK-500 （乳白〉 PF-150 （白） フォーマーボトル300ml」＿...
囲雇冨

レ
〈容量〉

〈習量〉 〈芭量〉 〈容量〉 150mL 300mL 
150前L 3白玉明L 50白nL

〈柑薗〉 〈材質〉
〈柑置〉 〈柑置〉 〈帽置〉 ボトル PE ボトル PE
ボトル P訂 ボトル円OT

し
ボトル P訂 フr マーポンプ芭陀 I フ方ーマーポンプ目三円三

ポンプ pp、PE

し
ホンフf1'、PE ポンプ：£P、PE キャッブ pp

村IP 50 HIP 120 MF-40 （白） PH 100 （白） PS-150 

盟冨ヨ 囲mm 盟冨盟

円 ハ
四冨冨

〈芭•＞ 〈習量〉 〈容量〉
〈容量〉

目
〈容量〉 4白nL 100mL 80g 

50mL 120nL 
〈材質〉 〈材質〉

〈柑質〉 〈材置〉 中控 PE ボトル PE

l j 
〈柑質〉

ボトル PET ボトル PET ボトル ~p、、~ ポンプツブ：~、BPE ボトル：PE
ポンプッフ：~、BPE ポンフツブ：~、BPE ヰャyブ キャ ニキャッブ PE
キャ キャ

I,,___ 
諜パウダーにお官官め

LT 15 （スポイト） LT 30 （スポイ ト） LT 30 （ポ ン プ〉 C問S-230 LN-50 

E園 E固 E園 四富司、
〈習量〉

ー

〈容量〉 〈容量〉〈容量〉 〈容量〉
15mL 30nL 3白nL 230g 50g 

〈柑薗〉 〈材質〉 ． 〈材質〉 く柑量〉 〈阿賀〉

ボトル ボトル ボトル 本隊 pp 本体 pp
連対ガラス〈茶色〉 l!!l'tガラス （茶色） 適地ガラス （策色〉 キャッブ pp キャッブ pp

ホール：pp（自〉 ホルpp（白〉 ポンプ pp
キャップPS キャッブ PS キャッブ同 一
ST 30 ST 60 S丁目120 MMCP 40 MCP 80 

匪司 E園 E園 F『

四冨ヨ 四冨ヨf L, 

〈容•＞ 〈容量〉 〈寄置〉 n 〈容量〉 〈容量〉
3白nL 60mL 12白羽L 4()g 8()g 

〈材置〉 〈同商〉 〈柑質〉 〈材質〉 〈材質〉

ボトル ボトル ボトル 本体伸
j ~ 

本体 pp
フロストガラス フロストガラス フロストガラス キャッブ pp キャッブ pp

ポンプツブ~、BPE ポンプ：l'f'、PE ポンプップ~、8PE 
キャ キャッブS8 キャ

一
アィ

ER-120 ER-300 OC-150 TOD-150 （白〉 トボ ト ル

四冨ヨ
、

四富司
mm 

u 
〈容量〉

〈容量〉 〈寄量〉 150mL 〈容量〉 〈容量〉
100～120. 250～3()()g 15伽nL 1L 

〈材置〉
〈材質〉 〈材質〉 ボトル H伊 E 〈材置〉 〈材置〉
チューブ PE チューブ PE 市ンブッブ：Efj;PPE ボトル PE ボトル PE
キャッブpp キャッブ pp キャ キャッブ pp ポンプ：ee、PE

PPZ 30 PPZ 50 PPZ 120A PPZ 150 

四冨盟 四冨冨 四軍司 円 四冨ヨ
〈ご注意〉

「盲 容器の材質、色 は変更になる揚 合 が

ございますので、予めご了京ください。

〈冒置〉 〈習量〉 〈寄置〉 1.1 〈容量〉
｜ また ここに記載した容置 は内容物

3（）判し 5()明L 120nL 150mし の形状等により多少異なりますので、

〈柑圃〉 く阿賀〉 〈材質〉 〈同質〉
ご注文前にご確認ください。

ボトルP正T ボトル PET ボトル陀T ボトル PET

＂＇ン~ブ1：平S、EPE ポンプツブ；PPS、BPE ポンプYブ~f'f's、BPE ポンプ PP.PE 
キャ キャ キャ


