チーズオードブル

福皿 21H-9 白（210×210×24ｍm）
食品容器カタログＰ.100参照

オードブル

【本 体】M-20H錦（195×195×33ｍm）
【中仕切】M-205 中仕切 赤
食品容器カタログＰ.66参照

サークルトレーシリーズ
内面、外面共に艶出し加工を施し本物志向、高級志向
を追求。
フタは嵌合力に優れ、
また外しやすい取っ手
もつけています。
（FP-3・5・8を除く）

サンドイッチオードブル

サークルトレー FP-60 シルバー（235×335×25ｍm）
食品容器カタログＰ.57参照

ロマンチックな秋にピッタリ！

DF-2013（130×200×25
（26）
ｍm）
食品容器カタログＰ.124参照

人気のイタリアン︑フレンチなど

サンドイッチ

味覚の秋は食べたいメニューがいっぱい︒

行楽のお供にぜひ

おむすび

TR オードブル 5H 黒（210×210×36ｍm）
食品容器カタログＰ.58参照

おいしく楽しい味覚の競演に舌鼓︒

TS-244-2H 黒
（210×244×25ｍm）
ごはん約280g

中華オードブル

ごはんと具の絶妙のハーモニーが口福を運びます︒

人気の洋食

チキン南蛮弁当

家族や恋人とおいしく楽しく！

クリスマスは家族や友達とホームパーティ︒
心ゆくまで語らう集いに
楽しさ満載の美味は欠かせません︒

移りゆく季節を愛でながら秋の味覚を満喫

できたてのワイン片手にみんなで乾杯！

クリスマス

美味行楽

秋の深まりとともに紅葉前線が刻々と南下を始めます︒
色あざやかに変化する木々や山々を訪ねる行楽に
秋の食材が一層の華やぎを添えます︒

祝・ボジョレーヌーボー解禁！

魅惑のスイーツ

スイーツ盛合せ

サークルトレー FP-50 シルバー（200×275×25ｍm）
食品容器カタログＰ.57参照

オードブル 5 点盛り

TR オードブル 5Ｈ R/B（210×210×36ｍm）
食品容器カタログＰ.58参照

オードブル

サークルトレー FP-3 シルバー（314φ×34ｍm）
食品容器カタログＰ.57参照

プチケーキセット

WK-6 R/B（137×192×20
（22）
ｍm）
食品容器カタログＰ.122参照

ステーキ弁当

LA-22-2H シルクレッド（226×226×26ｍm）
ごはん約270g
食品容器カタログＰ.64参照

おつまみオードブル

小判皿 K-6（230×310×20ｍm）
食品容器カタログＰ.58参照

クリスマスオードブル

サークルトレー FP-60 シルバー（235×335×25ｍm）
食品容器カタログＰ.57参照

エクレア

DF-1513（130×150×25
（26）
ｍm）
食品容器カタログＰ.124参照

中仕切白は清潔感がありク
リスマスや洋食メニューに
最適です。

テイクアウトに最適！

オードブル 6 点盛り

【本 体】FA-25H黒
（180×230×25ｍm）
【中仕切】FA-25-3 中仕切 白
食品容器カタログＰ.62参照

シール
2H-44使用

ハンバーグ弁当

【本 体】FA-27H黒（200×230×25ｍm）
【中仕切】FA-27-1 中仕切 白
ごはん約160g
食品容器カタログＰ.62参照

ローストチキン

ショウバッグ EF- 大（430×220×90ｍm）
EF- 大 本体 黒
（190×300×28ｍm）
食品容器カタログＰ.105参照

おむすび約 100ｇ×3
FK パック P-903 竹（131×191×25
（13）
ｍm）
食品容器カタログＰ.123参照

手巻き寿司 4 人前

シール
B-686使用

丸桶 4H けやき（368φ×33ｍm）
食品容器カタログＰ.92参照

手巻き寿司はクリスマスの人気メニューです。
多彩なおいしさがパーティの賑わいを演出します。

ステーキランチ

ハンバーグ＆エビフライ弁当

オードブル 4 点盛り

TR-230-4H ベージュライン
（210×230×25ｍm）
ごはん約240g
食品容器カタログＰ.68参照

TS-200H 黒（180×200×25ｍm）
ごはん約200g

【本 体】FA-40H黒
（225×225×25ｍm）
【中仕切】FA-40-2 中仕切 白
食品容器カタログＰ.62参照

オードブル 3 点盛り

TR オードブル 3Ｈ白（165×165×43ｍm）
食品容器カタログＰ.58参照

おむすび約 100ｇ×2
FK パック P-902（97×182×19
（19）
ｍm）
食品容器カタログＰ.123参照

フライドチキン

プラッターバッグ 260 バスケット
（260×180×45ｍm）
総合カタログＰ.123参照

シール
2H-38使用

ミックスフライ弁当

TR-228-1H R/B（154×228×26ｍm）
ごはん約200g

洋風幕の内弁当

おむすび約 100ｇ×3
FK パック P-905（104×168×30
（28）
ｍm）
食品容器カタログＰ.123参照

おむすび約 80ｇ×5
FK パック P-907 竹（95×190×30
（30）
ｍm）
食品容器カタログＰ.123参照

手巻き寿司 3 人前

角桶 31H 市松金（208×333×33ｍm）
食品容器カタログＰ.91参照

TS-244H 黒（210×244×25ｍm）
ごはん約230g
食品容器カタログＰ.73参照

ローストビーフ＆サラダ

福皿 21H 白（210×210×24ｍm）
食品容器カタログＰ.100参照

ホットほっとメニュー

エビグラタン

チキンナゲット

スナックセット

LA-191-1H アーティクル（143×191×26ｍm）
食品容器カタログＰ.64参照

ルックバッグ No.4Ｓノスタルジア
（130×165×80ｍm）
総合カタログＰ.118参照

あったかいメニューが恋しい季節です。汁物やおでんなど早めの提案が効果的です。

LA-227-5H コルク赤茶（196×228×32ｍm）
ごはん約200g
食品容器カタログＰ.64参照

E-32H 黄瀬戸（140×210×23ｍm）
食品容器カタログＰ.103参照

おむすび約 90ｇ×3
FK パック P-901 竹（93×134×27
（35）
ｍm）
食品容器カタログＰ.123参照

押し寿司約 120ｇ×2
FK パック P-906（102×176×18
（19）
ｍm）
食品容器カタログＰ.123参照
●その他のおむすび用容器／フードパックP-6、
P-62、
華詩パックWK-3

パエリア

●マッシュルーム●新米●しそ
●ブロッコリー●みつば●しいたけ
●ほうれんそう●しめじ●大根
●さといも●やまいも●なめこ
●柿●ぎんなん●栗●くるみ
●わかさぎ●いわし●さけ

23

◆11月の旬
●えのきだけ●カリフラワー
●みかん
●さんま●あさり●ふぐ
●あおやぎ●真鯛

21

31

25

23

８

24

26

LA-227-5H アーティクル（196×228×32ｍm）
食品容器カタログＰ.64参照

晦日正月︵ 日︶
大寒︵ 日︶
冬土用入り︵ 日︶
小正月︵ 日︶
成人の日︵ 日︶
鏡開き︵ 日︶
七草︵７日︶
官庁御用始め︵５日︶
小寒︵５日︶
初夢・書初め・初荷︵２日︶
元日・初詣︵１日︶

20

大晦日︵ 日︶
官庁御用納め︵ 日︶
クリスマス
︵ 日︶
クリスマスイブ
︵ 日︶
天皇誕生日︵ 日︶
冬至︵ 日︶
こと納め・針供養︵ 日︶
大雪︵７日︶

31

22

日︶

20

15

ボジョレーヌーボー

13

勤労感謝の日︵
小雪︵ 日︶

23

解禁
︵ 日︶
七五三︵ 日︶
立冬︵７日︶
文化の日︵３日︶

ハロウィーン
︵ 日︶
霜降︵ 日︶
秋土用入り︵ 日︶
体育の日︵ 日︶
十三夜︵ 日︶
寒露︵８日︶
衣替え︵１日︶

販売計画にお役立てください︒

歳時カレンダー

シチュー＆パスタランチ

2009年

◆10月の旬

※ごはんはおおよその量で一例です。

E-30H 白（134×158×41ｍm）
食品容器カタログＰ.104参照

TR-170H 黒（180×240×25ｍm）
食品容器カタログＰ.69参照

2008年

11

タンシチュー

デミグラオムライス

TR-110-5H ピエール（220φ×27ｍm）
食品容器カタログＰ.69参照

ロールキャベツ＆ピラフ

11

◆12月の旬

◆１月の旬

●小松菜●かぶ●くわい●れんこん
●ひらめ●たら●ぶり●むつ
●こい●かき

●京菜●芽キャベツ
●はっさく
●白魚

12

20

15

17

LAシリーズ
煮込みハンバーグ弁当
斬新なデザインが多彩なメニューに対応。煮 LA-227-6H シルクレッド（196×228×32ｍm）
物やスープメニューに対応できる中フタを採 ごはん約200g
用しました。
（LA-22-3H、
LA-227-5H・6H）
食品容器カタログＰ.64参照

31

おでん

TR-160H アイボリー（146×218×39ｍm）
食品容器カタログＰ.69参照

中華セット

LA-250H 中華赤（152×250×27ｍm）
食品容器カタログＰ.64参照

とん汁弁当

LA-22-3H 黒（226×226×26ｍm）
ごはん約230g
食品容器カタログＰ.64参照

おでん

TR-745H 黒（160×184×44ｍm）
食品容器カタログＰ.80参照
※ごはんはおおよその量で一例です。

