
エコマークは、「生産」から

「廃棄」にわたるライフサイ

クル全体を通して環境への

負荷が少なく、環境保全に

役立つと認められた製品に

つけられる環境ラベルです。
製品写真下の
エコマーク認定番号の前に

　　印で表示しています。60

製品写真下の
エコマーク認定番号の前に

　　印で表示しています。53

再生材料を使用
再生プラスチック60％

製品写真下の
エコマーク認定番号の前に

　　印で表示しています。70

再生材料を使用
再生プラスチック70％

再生材料を使用
再生プラスチック53％

エコブラック（EB）・ブラック（B）・アイボリーホワイト（IW）・ホワイト（W）・ブラウン（BN）

●使用製品／ハーフティッシュボックス（M805EB・M805IW・M805BN）

直線と曲線を組み合わせた
アーティスティックなフォルム

モノクローム「エコブラック」はエコマーク認定製品です。

表面は繊細なシボ加工によるマット仕上げ。
まるでモダンアートのような印象です。

Stylish スタイリッシュ エコロジーEcology
どんな客室にもマッチする３つのカラーをまとったスタイ

リッシュなホテルグッズ、「モノクローム」。高級感と

個性が際立つ「ブラック」、上品さと清潔感が輝く

「ホワイト」、落ち着きと温もり感を漂わせる「ブラウン」。

どれも表面にマット加工を施したハイグレードな質感が

魅力。やわらかな曲線とシャープな直線を融合させた

フォルムは、まるでモダンアートのようです。

環境意識の高さが求められる現代。省エネ・省資源や

廃棄物削減への取り組み、環境マネジメントシステムの

認証取得など、ホテル業界でも環境保護に向けた活動を

積極的に推進されています。モノクローム「エコブラック」は、

新開発のリサイクル素材、再生メラミンを使ったエコ

マーク認定製品。ホテルの環境保護へのお取り組みに

貢献できる製品です。

熱を加えても再溶解しないメラミン樹脂は、再生
材料としての活用が難しく、回収されてもほんの
一部が研磨剤などに再利用されるだけでした。
製品ご使用先、そして再生業者と材料メーカーの
協力を得て、再生メラミンのリサイクルシステムを
開発。エコマークの認定を受けた「再生メラ
ミン」が誕生しました。

使用済みメラミン製品を
リサイクルした素材です

再生メラミンは、高い耐熱性、表面硬度などメラミン
樹脂の優れた特性をそのまま保持。
軽くて丈夫で扱いやすく、汚れても丸洗いができる
など、ハードなホテルユースでも長期間、美しく
使えます。また、難燃性のため防火安全性が高い
ことや、寸法精度が高いので安定したスタッキング
ができ収納性がいいことも特長です。

外観や品質、機能性は
バージンメラミンとほぼ同じ

再生メラミンの
リサイクル
システム

おしゃれなエコマーク認定シールもご用意。
環境への配慮をアピールできます。

ゴミ袋の縁を隠し、スッキリ見せる
カバーをご用意しました。
モノクロームはあくまでハイセンス。美しく
見せることに徹底してこだわりました。

高級感の ブラック 、清潔感の ホワイト 、
温もり感の ブラウン 。３つの個性が光ります。

再生メラミンとは…

製品の回収・選別・微粉砕

再生業者

再生メラミン製品を製造

国際化工

eco-black

リサイクルメラミンと
メラミン樹脂を混練し
再生メラミン成形材料に

材料メーカー

使用済みメラミン製品

お客さま

国際化工株式会社



格調高く、個性豊かに。マットブラックの存在感。
e c o - b l a c k
エコブラック（EB）・ブラック（B）

M803EB　トレー　大
〈5/40〉330×224×h19㎜　￥1,760

M808EB　アメニティボックス
〈2/36〉210×108×h55㎜　￥1,200

M832EB　アメニティボール 小
〈5/50〉256×140×h49㎜　￥1,100

M840B　7オンスタンブラー
〈10/200〉73×h86㎜（210ml）　￥700

M801EB　トレー　小
〈10/80〉218×108×h17㎜　￥700

535210

535715

535012
エコマーク認定番号
第08128028号53 エコマーク認定番号

第08128028号53

エコマーク認定番号
第08128028号53

53 エコマーク認定番号第08128029号

エコマークは、「生産」から
「廃棄」にわたるライフ
サイクル全体を通して
環境への負荷が少なく、
環境保全に役立つと
認められた製品につけ
られる環境ラベルです。

製品写真下の
エコマーク認定番号の前に

　　印で表示しています。60

製品写真下の
エコマーク認定番号の前に

　　印で表示しています。53

再生材料を使用
再生プラスチック60％

製品写真下の
エコマーク認定番号の前に

　　印で表示しています。70

再生材料を使用
再生プラスチック70％

再生材料を使用
再生プラスチック53％

M805EB　ハーフティッシュボックス
〈5/30〉148×139×h67㎜　￥1,600

M806EB　ティッシュボックス
〈1/24〉266×139×h66㎜　￥2,300

再生ABSベース部再生ABSベース部

M810EB　ドリップバッグ入れ
〈2/50〉153×95×h71㎜　￥1,040

535913

ドリップバッグ入れとトレーの
ご使用例。

M811EB　ドリップバッグトレー
〈20/200〉139×82×h20㎜　￥560

536019

M813EB　ダストボックス
〈1/20〉113×113×h131㎜（880ml） ￥2,160

再生ABS中子

合成皮革

536231
セットしたゴミ袋をアウターカバーで
隠すおしゃれなゴミ箱です。

M812EB　ティーバッグ入れ 目皿付
〈5/60〉155×80×h32㎜　￥1,000（目皿のみ￥300）

M820EB　ティーバッグボックス
〈5/120〉81×81×h34㎜　￥440

536132

M815EB　トラッシュボックス
〈3/12〉250×165×h260㎜（8.9L）　￥3,800

536415 セットしたゴミ袋を隠すトラッシュ
カバーを別売でご用意。

M815CB　トラッシュカバー
〈1/24〉264×179×h80㎜　￥3,700

536453
合皮製品のため、サイズは±2mmの
誤差がでます。

アウターカバー

中子
（本体部）

ゴミ袋

トラッシュ
カバー
（M815CB）

トラッシュ
ボックス

ゴミ袋

エコマーク認定番号
第08128032号60

エコマーク認定番号
第08128034号53 エコマーク認定番号

第08128034号53

エコマーク認定番号
第08128030号70

エコマーク認定番号
第08128034号53

※本品は再生メラミンを使用していますが、
　エコマーク認定製品ではありません

※本品はエコマーク認定製品ではありません

535432

●材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に色ムラが出ることがあります。

水洗いしないでください。
PCT

品名後の　　　　　　　　　　　は材質を表しています。合成皮革再生ABS PCT

538112

535531

538532

53 エコマーク認定番号第08128029号

エコマーク認定番号
第08128032号60

536910
エコマーク認定番号
第08128034号53

M812ティーバッグ入れの目皿
は、M820ティーバッグボックスで
も使用することができます。

カバー部を持って持ち上げても
ベース部が抜け落ちません。

持ち運びやすいよう、ベース部と
カバー部がはまる固定式。はずす
時もワンタッチでメンテナンスも
効率的です。

M802EB　トレー　中
〈5/60〉300×162×h18㎜　￥1,160

535111
エコマーク認定番号
第08128028号53

PCTはリモネン（柑橘類の皮汁）に膨潤され
ますので、製品表面に付着したときは速やかに
洗浄してください。

※本品はエコマーク認定製品ではありません
エコマーク認定番号
第08128034号53

M822EB 長角トレー
〈5/50〉300×108×h18㎜  ¥950

M842EB スタンキャップ
〈20/300〉82×h11㎜  ¥200

537115

538716

国際化工株式会社



PCT

マット仕上げの純白が醸し出す、ワンランク上の清潔感。
●使用製品／アメニティボックス（M808IW）i v o r y - w h i t e

アイボリーホワイト（IW）・ホワイト（W）

M806IW　ティッシュボックス
〈1/24〉266×139×h66㎜　￥2,300

M805IW　ハーフティッシュボックス
〈5/30〉148×139×h67㎜　￥1,600

535401

M810IW　ドリップバッグ入れ
〈2/50〉153×95×h71㎜　￥1,040

535906

ドリップバッグ入れとトレーの
ご使用例。

M811IW　ドリップバッグトレー
〈20/200〉139×82×h20㎜　￥560

536002

M813IW　ダストボックス
〈1/20〉113×113×h131㎜（880ml）　￥2,160

536200

M812IW　ティーバッグ入れ 目皿付
〈5/60〉155×80×h32㎜　￥1,000（目皿のみ￥300）

M815IW　トラッシュボックス
〈3/12〉 250×165×h260㎜（8.9L）　￥3,800

536408

ゴミ袋

セットしたゴミ袋を隠すトラッシュ
カバーを別売でご用意。

トラッシュ
ボックス

ゴミ袋

トラッシュ
カバー
（M815CB）

M808IW　アメニティボックス
〈2/36〉210×108×h55㎜　￥1,200

M803IW　トレー　大
〈5/40〉330×224×h19㎜　￥1,760

M801IW　トレー　小
〈10/80〉218×108×h17㎜　￥700

535203

M802IW　トレー　中
〈5/60〉300×162×h18㎜　￥1,160

535104

535708

535005

536101

中子 ABSベース部 ABS ベース部 ABS

M832IW　アメニティボール 小
〈5/50〉256×140×h49㎜　￥1,100

M840W　7オンスタンブラー
〈10/200〉73×h86㎜（210ml）　￥700

PCT

538105

535500

538501

セットしたゴミ袋をアウターカバーで
隠すおしゃれなゴミ箱です。

アウターカバー

中子
（本体部）

極上のやすらぎをお届けします。

品名後の　　　　　 　　　　は材質を表しています。合成皮革ABS

M812ティーバッグ入れの目皿
は、M820ティーバッグボックスで
も使用することができます。

536903

M820IW　ティーバッグボックス
〈5/120〉81×81×h34㎜　￥440

持ち運びやすいよう、ベース部と
カバー部がはまる固定式。はずす
時もワンタッチでメンテナンスも
効率的です。

カバー部を持って持ち上げても
ベース部が抜け落ちません。

PCTはリモネン（柑橘類の皮汁）に膨潤され
ますので、製品表面に付着したときは速やかに
洗浄してください。

M822IW 長角トレー
〈5/50〉300×108×h18㎜  ¥950

M842IW スタンキャップ
〈20/300〉82×h11㎜  ¥200

537108

538709

国際化工株式会社



セットしたゴミ袋を隠すトラッシュ
カバーを別売でご用意。
（M815CB トラッシュカバーP.8
参照）

洋室にも和室にもマッチ。落ち着いたブラウンの温もり感。
b r o w n
ブラウン（BN）

再生ABSベース部

再生ABSベース部

ドリップバッグ入れとトレーの
ご使用例。

トラッシュ
カバー
（M815CB）

トラッシュ
ボックス

ゴミ袋

※本品は再生メラミンを使用していますが、
　エコマーク認定製品ではありません

品名後の　　　　　は材質を表しています。再生ABS

M812ティーバッグ入れの目皿
は、M820ティーバッグボックスで
も使用することができます。

カバー部を持って持ち上げても
ベース部が抜け落ちません。

持ち運びやすいよう、ベース部と
カバー部がはまる固定式。はずす
時もワンタッチでメンテナンスも
効率的です。

●使用製品／ハーフティッシュボックス（M805BN）

ナチュラル、モダン、シック、
どんなインテリアにもしっくり馴染みます。

M801BN トレー　小
〈10/80〉218×108×h17㎜  ¥700

M802BN トレー　中
〈5/60〉300×162×h18㎜  ¥1,160

M803BN トレー　大
〈5/40〉330×224×h19㎜  ¥1,760

M805BN ハーフティッシュボックス
〈5/30〉148×139×h67㎜  ¥1,600

M806BN ティッシュボックス
〈1/24〉266×139×h66㎜  ¥2,300

M808BN アメニティボックス
〈2/36〉210×108×h55㎜  ¥1,200

M815BN トラッシュボックス
〈3/12〉250×165×h260㎜（8.9L） ¥3,800

M810BN ドリップバッグ入れ
〈2/50〉153×95×h71㎜  ¥1,040

M811BN ドリップバッグトレー
〈20/200〉139×82×h20㎜  ¥560

M812BN ティーバッグ入れ目皿付
〈5/60〉155×80×h32㎜　¥1,000（目皿のみ￥300）

M820BN ティーバッグボックス
〈5/120〉81×81×h34㎜  ¥440

535029 535128

535227

535463

535562

535722

536422

535920 536026

536163 536927

国際化工株式会社


