福助俱楽部

旬のおいしさと豊かな食文化を提案する情報紙

目にもおいしさをアピール
丸桶シリーズ
寿司桶本来の美しさを追求した容器です。
底面に印があるので盛りつけが容易です。

にぎり寿司 5 人前

角桶シリーズ
格調と豪華さを追求した本物志向の器。豊富な柄と
サイズバリエーションで多様なニーズに対応します。

丸桶 5H 市松金（418φ×33ｍm）
食品容器カタログＰ.92参照

にぎり寿司 4 人前

角桶 4H 市松金（338×338×33ｍm）
食品容器カタログＰ.91参照

錦秋の山々を映す
彩り豊かなお弁当

初春迎えの寿ぎをより華やかに

年末年始

何かと慌ただしい年末年始ですが
食卓を囲むひとときは心安らぐ時間です︒
喜ばしい初春迎えは家族みんなでお寿司でにぎやかに︒

寿司桶でさらに格調高く豪華に！
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松茸弁当

FA-401H 木目内赤（225×225×25ｍm）
ごはん約160ｇ
食品容器カタログＰ.63参照

松茸弁当

【本 体】M-50SH みかげ（175×220×45ｍm）
【中仕切】M-501Ｓ 中仕切 赤
ごはん約170ｇ
食品容器カタログＰ.65参照

炊き込みごはんの上の松茸、にんじんが錦秋の山々
をイメージさせ、赤の中仕切にあざやかに栄えます。
本体も扇形状で雅やかさを一層引き立てます。

にぎり寿司 4 人前

角桶 4H-SN 吉兆（330×330×33ｍm）
食品容器カタログＰ.92参照

にぎり寿司 4 人前

丸桶 4H みかげ（368φ×33ｍm）
※中仕切 花を使用しています。
食品容器カタログＰ.92参照
中仕切 花

FAシリーズ2点式
定位置印刷による高級感とコス
トパフォーマンスを同時に実現
した2点式弁当容器です。

にぎり寿司 5 人前

角桶 5H 御所黒（380×380×33ｍm）
食品容器カタログＰ.91参照

角桶SNシリーズ
上品ですっきりとした形状のは
かま無しタイプ。角桶のフタが兼
用できます。
にぎり寿司 3 人前

にぎり寿司 3 人前

角桶 3H 御所赤（302×302×33ｍm）
食品容器カタログＰ.91参照

角桶 3H-SN 黒金彩（294×294×33ｍm）
食品容器カタログＰ.92参照

贅を満喫！高級寿司

食卓を豊かに彩る本物志向の器です。

巻き寿司セット

角桶 21H-SN 市松金（140×325×33ｍm）
食品容器カタログＰ.92参照

秋彩弁当

LA-227-4H コルク赤茶（196×228×26ｍm）
ごはん約170ｇ
食品容器カタログＰ.64参照

天面を広くとってありますの
で、中身がよく見えボリュー
ム感が出せます。

おかず全体が、秋の山々を思わせる色とりどりの盛
り付けで食欲をそそります。低カロリーで栄養バラ
ンスもよく、女性や年配の方に人気です。

松茸仕出し

YN-716H うつわ（210×250×27ｍm）
ごはん約160ｇ
食品容器カタログＰ.75参照

秋を彩るお弁当 秋の味覚が盛りだくさんのお弁当。行楽のお供にピッタリです。
にぎり寿司 1 人前
にぎり寿司 1 人前

角桶 110H 市松金（143×253×25ｍm）
食品容器カタログＰ.91参照

豊皿 240-155H 市松（238×155×21ｍm）
食品容器カタログＰ.99参照

にぎり寿司 1 人前
にぎり寿司 1 人前

丸桶 1H 市松金（218φ×33ｍm）
食品容器カタログＰ.92参照

豊皿 200H 扇（200×200×21ｍm）
食品容器カタログＰ.99参照

お弁当、お寿司などの持ち運びに最適 !
●ポリ風呂敷（総合カタログP.62参照）
水玉ブルー

折膳シリーズ
伝統ある折箱の持つ暖
かみ、格調高さをHIPS
シートで再現。PPF中仕
切を使用することでレン
ジアップができます。

さんま弁当

【本 体】FA-27H 黒（200×230×25ｍm）
【中仕切】FA-27-2 中仕切 赤
ごはん約200ｇ
食品容器カタログＰ.62参照

水玉透明

おこわ弁当

水玉ピンク
水玉乳白

ちらし寿司 1 人前

折膳 10H 黒金彩（136×185×33ｍm）
食品容器カタログＰ.85参照

巻き寿司

にぎり寿司 1.5 人前

和皿 15H 葉蘭（147×289×21ｍm）
食品容器カタログＰ.86参照

金寿

和皿 10H 市松黒（147×252×21ｍm）
食品容器カタログＰ.86参照

いつでもどこでもおいしくてヘルシー。節分にもどうぞ。

【本 体】折膳80Ｈ 白木茶
（181×181×33ｍm）
【中仕切】折膳80Ｂ 中仕切 赤
ごはん約120ｇ
食品容器カタログＰ.85参照

赤寿

にぎり寿司 1 人前

FA-322H 黒内赤（226×226×25ｍm）
ごはん約150ｇ
食品容器カタログＰ.63参照

秋彩弁当

仏事
透明

●1枚ずつ取り出せる10枚袋入り。
●用途別に各種そろっています。

はらこ飯

かすみ草

【本 体】FA-10H 黒（154×207×25ｍm）
【中仕切】FA-10-1 中仕切 赤
ごはん約250ｇ
食品容器カタログＰ.62参照

●SKバッグ（総合カタログP.49参照）
山菜おこわ弁当

和皿 6H 市松金
（107×252×21ｍm）
食品容器カタログＰ.86参照

富久折 D-50 雅
（76×206×33ｍm）
食品容器カタログＰ.87参照

スクエア 30 グラスブルー
（117×231×25（23）ｍm）
食品容器カタログＰ.121参照

TR-187-2H 黒（187×187×25ｍm）
ごはん約200ｇ
（各約100ｇ）
食品容器カタログＰ.70参照

松茸ごはん

FA-101H 黒内赤（154×207×25ｍm）
ごはん約300ｇ
食品容器カタログＰ.63参照

秋の恵みのお惣菜 自然の恵みの食材をバランスよく盛り込んだお惣菜。ついつい迷い箸をしそうです。
フローネ

少量用やハーフ巻に
ピッタリ！

松花堂弁当

【本 体】M-27H 錦（184×223×33ｍm）
【中仕切】M-278 中仕切 赤
ごはん約230ｇ
食品容器カタログＰ.66参照

御所

●キャリーバッグ（総合カタログP.48参照）
ワイド寸法
70

FK-23-9 しぶき
（91×236×26
（21）
ｍm）
食品容器カタログＰ.124参照
※ごはんはおおよその量で一例です。

FK パック P-510
（89×225×32
（17）
ｍm）
食品容器カタログＰ.123参照

スクエア 15 黒淵朱
（117×155×25（23）ｍm）
食品容器カタログＰ.121参照
●その他の巻き寿司用容器／フードパックP-5、P-50、
P-55、
FKパックP-500

仕上長
（250）
マチ
巾
（530）
※長さ
（440）
＝仕上長＋
（70＋マチ）

フローネ

天ぷら盛合せ

ワイド

この他多数商品がございます。詳しくは総合カタログP.48・49・62をご参照ください。
08.10

豊皿 175H 志野茶（175×175×21ｍm）
食品容器カタログＰ.99参照

秋惣菜

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

秋惣菜

TR オードブル 4H 黒（185×185×43ｍm）
食品容器カタログＰ.58参照

ブリの照焼

福小鉢 中 本体茶
（130×130×28ｍm）
食品容器カタログＰ.103参照

秋惣菜

AC-250-3H 花（150×180×22ｍm）
食品容器カタログＰ.102参照
※ごはんはおおよその量で一例です。

