
3つの穴で
泡立ち＆水切れ
機能アップ！
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●商品サイズ：約11.5×7.3×4cm
●包装サイズ：140×74×42mm
●包装重量：11g　●入数：10P×24=240
●材質：ポリウレタンフォーム
●JANコード：511509

●商品サイズ：約12×6.5×3.2cm
●包装サイズ：160×65×32mm
●包装重量：11g　●入数：10P×24=240
●材質：ポリウレタンフォーム
●JANコード：（B/OR）511608

●商品サイズ：約12×6.5×4cm
●包装サイズ：155×65×40mm
●包装重量：13g　●入数：10P×24=240
●材質：ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
●JANコード：511905

●商品サイズ：約12.8×6.4×3.4cm
●包装サイズ：190×70×45mm
●包装重量：11g　●入数：10P×24=240
●材質：ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
●JANコード：（P）534713、（Y）534720、
（G）534737

●商品サイズ：約12.8×6.4×3.5cm
●包装サイズ：160×65×35mm
●包装重量：12g　●入数：10P×24=240
●材質：ナイロン不織布（研磨材入）、
ポリウレタンフォーム
●JANコード：528811

●商品サイズ：約12.8×6.4×3.5cm
●包装サイズ：160×65×37mm
●包装重量：12g　●入数：10P×24=240
●材質：ナイロン不織布（樹脂加工）、
ポリウレタンフォーム
●JANコード：528828

●商品サイズ：約13×10×1.7cm
●包装サイズ：180×110×20mm
●包装重量：12g　●入数：10P×24=240
●材質：（スポンジ）ポリウレタンフォーム
（ネット）ポリエステル（アルミ蒸着）、（ひも）ポリエステル
●JANコード：507502

●商品サイズ：約11.5×7×3.7cm
●包装サイズ：160×110×38mm
●包装重量：14g、●入数：10P×24=240
●材質：（スポンジ）ポリウレタンフォーム、
（ネット）ポリエステル（アルミ蒸着）、（ひも）ポリエステル
●JANコード：507601

●商品サイズ：約14×8×2.5cm
●包装サイズ：190×110×25mm
●包装重量：13g　●入数：10P×24=240
●材質：（スポンジ）ポリウレタンフォーム、
（ネット）ポリエステル
●JANコード：503702

●商品サイズ：約15×8×2.5cm
●包装サイズ：180×80×25mm
●包装重量：13g　●入数：10P×24=240
●材質：（スポンジ）ポリウレタンフォーム、
（ネット）アクリル、ポリエステル、（ひも）ポリエステル
●JANコード：（Y）508707、（OR）508714

●商品サイズ：約8×8×2.5cm
●包装サイズ：180×80×25mm
●包装重量：16g　●入数：10P×24=240
●材質：（スポンジ）ポリウレタンフォーム、
（ネット）アクリル、ポリエステル、（ひも）ポリエステル
●JANコード：508721

●商品サイズ：約11.5×7.5×3cm
●包装サイズ：145×75×30mm
●包装重量：12g　●入数：10P×24=240
●材質：ポリウレタンフォーム、
66ナイロン不織布（研磨材入）
●JANコード：502507
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●商品サイズ：約12×6.8×3.5cm
●包装サイズ：160×65×35mm
●包装重量：13g　●入数：（単品）10P×24=240、
（台紙）30付×10、（PU）90、（ハーフ）36P×4=144
●材質：ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布（研磨材入り）
●JANコード：504501

●商品サイズ： 約12×6.8×3.5cm
●包装サイズ： 160×65×35mm
●包装重量：12g　●入数：（単品）10P×24=240、
（台紙）30付×10、（PU）90、（ハーフ）36P×4=144
●材質：ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布（アクリルビーズ入り）
●JANコード：504518

●商品サイズ：約12×6.8×3.5cm
●包装サイズ：160×65×35mm
●包装重量：12g　●入数：（単品）10P×24=240、
（台紙）30付×10、（PU）90、（ハーフ）36P×4=144
●材質：ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
●JANコード：504525

いつでもキレイ、洗いやすさキープ!!
クオリティにこだわるお客様へ新提案!!

台紙

PUBOX

ハーフ
BOX

丈夫で毛玉になりにくい不織布を採用した、長持ちキッチンスポンジ。

スポンジがすぐにへたってしまう、というお悩みを解消します。

用途に合わせて3種類からお選びいただけます。 

タフポン ストロング
単品：50450 台紙：50453 PU：50456 ハーフ：50480

タフポン ミディアム
単品：50451 台紙：50454 PU：50457 ハーフ：50481

タフポン ソフト
単品：50452 台紙：50455 PU：50458 ハーフ：50482

長く使ってもへたりにくい
丈夫な不織布 

キメが細かく泡立ちのよいスポンジ

水切れのよいフィルタースポンジ

使いこんでも
毛玉に

なりにくい !

泡立ち
 抜群　
泡立ち
抜群　

洗いや
すさキー

プ
●商品サイズ：約7.3×11×3.5cm
●包装サイズ：195×95×40mm
●包装重量：18g　●入数：16付台紙×10
●材質：ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
●JANコード：516801

●商品サイズ：約7.4×10.5×3.6cm
●包装サイズ：195×95×45mm
●包装重量：16g　●入数：16付台紙×10
●材質：ナイロン・ポリエステル不織布
ポリウレタンフォーム
●JANコード：516313

●商品サイズ：約7.8×10.7×4.0cm
●包装サイズ：195×95×40mm
●包装重量：17g　●入数：16付台紙×10
●材質：ナイロン不織布（アルミ粒子入）、
ポリウレタンフォーム
●JANコード：516702

●商品サイズ：約8×12×3.7cm
●包装サイズ：195×95×40mm
●包装重量：19g　●入数：16付台紙×10
●材質：ポリウレタンフォーム
●JANコード：516436

●商品サイズ：約8×11.4×3.7cm
●包装サイズ：195×95×37mm
●包装重量：17g　●入数：16付台紙×10
●材質：ポリエステル(合成ゴム粒子入り)、
ポリウレタンフォーム
●JANコード：516429

ｃｆキッチンスポンジ ウサギ
51642

ｃｆキッチンスポンジ ぶた
51631

ｃｆキッチンスポンジ ひつじ
51686

ｃｆキッチンスポンジ テリア
51676

ｃｆキッチンスポンジ カバ
51643

いろいろな動物たちが、キュートなキッチンスポンジになりました。

キュートなだけではなく、それぞれの仲間には優れた機能付きです！

たくさん集めれば、キッチンがカラフルに。食器洗いも楽しくなります。

全員が洗いもののエキスパート !
Clean friends クリーンフレンズ

不織布が
汚れを吸着
してしっかり
洗える

汚れの粒子

ゴム粒子
水切れが

よいので、乾き
がスピーディ泡立ち

しっかり

シンクの排水、
水アカ汚れに
対応した
素材を使用

使い始めから
よく手になじむ
ふわふわの感触

柔らかいから
キズを

つけにくい

ズバピカ水切れスポンジ
51160

新乾覚キッチン用スポンジ
51150

手にやさしいスポンジ
51190

業務用たわしエーテルハード
50250

アクリルスポンジミニ２個入
50872

ハイパワークロスH-22
50761

ハイパワークロスH-21
50751

ハイパワーネットN-1
50370

アクリルキッチンスポンジ
Y:50870 OR:50871

ＣＣソフトクリーナー
P:53471 Y:53472 G:53473

ＣＰ２ナイロンスポンジ
52881

ＣＰ２ソフトスポンジ
52882

NG

研磨材入！
ガンコ汚れに

アクリルビーズ入！
汚れ落ちと
やさしさを両立

デリケートな
食器に

丈夫で毛玉に
なりにくく

耐久性にすぐれた
不織布を採用！
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まるくて
やさしい、
握りやすい
カタチ

早く乾いて
清潔衛生的

ソフトスポンジ ダブルスポンジ ネットスポンジ

不織布は研磨材を含んでいません。 
ソフトにしっかり洗えます。

キズつけない！ 汚れをかき出す! ネットのエッジで
かき落とす!ブラシのように

凹凸面に入り込みます。 エッジが効くフィルム状繊維。

しっかり水切れ!
立つ

もこもこ

●商品サイズ：約12×6×3.6cm（仮）
●包装サイズ：150×60×38mm（仮）
●包装重量：10g（仮）　●入数：10P×24=240
●材質：ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
●JANコード：511707

キレッシュ ソフトスポンジ
51170

●商品サイズ：約12×6×3.6cm（仮）
●包装サイズ：150×60×38mm（仮）
●包装重量：10g（仮）　●入数：10P×24=240
●材質：ポリウレタンフォーム
●JANコード：511714

キレッシュ ダブルスポンジ
51171

●商品サイズ：約16×9×2.8cm（仮）
●包装サイズ：150×60×38mm（仮）
●包装重量：12g（仮）　●入数：10P×24=240
●材質：（スポンジ）ポリウレタンフォーム、（ネット）ポ
リエステル、（ひも）ポリプロピレン
●JANコード：511721

キレッシュ ネットスポンジ
51172

ネットスポンジ

かき落とす!
凹凸面に入り込みます。 エッジが効くフィルム状繊維。

切れ水
バツグン
水切れ

無溶剤接着加工品

速乾！

かき落とす!
エッジが効くフィルム状繊維。

速乾！




