松花堂弁当

08 食品容器カタログＰ.61参照

【本 体】FA-25H 黒
（180×230×25ｍm）
【中仕切】FA-25-3 中仕切 赤
ごはん約50ｇ×3

富久弁FUシリーズ

フチを広く取ることで「金彩」柄が映え、料理を
引き立てます。幅広いメニューに対応可能なMU
シリーズの中仕切も併用できる3点式容器です。

08 食品容器カタログＰ.62参照

松花堂弁当

松花堂弁当

TR-187-2H 黒（187×187×25ｍm）
ごはん約140ｇ
08 食品容器カタログＰ.70参照

08 食品容器カタログＰ.66参照

FA-322H 黒内赤（226×226×25ｍm）
ごはん約120ｇ
08 食品容器カタログＰ.63参照

旬の野菜やお魚が口福を招きます︒

花や新 緑に心 弾むひととき︑

美 味 弁 当を広 げて春を満 喫︒

松花堂Wおこわ弁当

【本 体】
紗綾 R-70H 金箔
（211×211×46ｍm）
【中仕切】R-705 中仕切
ごはん約120ｇ×2
08 食品容器カタログＰ.75参照

08 食品容器カタログＰ.72参照

ちらし寿司弁当

【本 体】FU-15H 金彩（158×188×31ｍm）
【中仕切】M-155 中仕切 赤
ごはん約190ｇ

豊皿

和皿シリーズ

高級感を追求した本物志向の器ですので、そのまま食卓に出せます。
特長ある優美なフォルムが、旬の新鮮な素材を雅やかに表現します。

にぎり寿司

にぎり寿司

和皿 10H 黒天金（147×252×21ｍm）

和皿 12H 黒天朱（190×212×21ｍm）

08 食品容器カタログＰ.86参照

08 食品容器カタログＰ.86参照

シリーズ

ふちの傾斜と丸みのある高フタ形状が
お寿司のボリューム感を増し、おいしく
演出します。

にぎり寿司２人前

菱皿 12H 茶釉（134×267×25ｍm）
08 食品容器カタログＰ.87参照

太巻き

手巻き寿司

刺身

08 食品容器カタログＰ.86参照

08 食品容器カタログＰ.86参照

和皿 8H 備前（147×212×21ｍm）

菱皿

和皿 20H 市松黒（210×289×21ｍm）

菱皿 5H 祇園（92×232×25ｍm）
08 食品容器カタログＰ.87参照

本物の皿をイメージした形状・柄が、上品さや高級感を演出します。積み重ねにも強く、隅を軽く押すだけで簡単にフタを開けることができます。

シリーズ

08 食品容器カタログＰ.61参照

にぎり寿司２人前

豊皿 295-210H 志野茶
（295×210×21ｍm）

にぎり寿司２人前

豊皿 240H 市松
（239×239×21ｍm）

手まり寿司

刺身

08 食品容器カタログＰ.99参照

08 食品容器カタログＰ.99参照

豊皿 240-155H 志野紺（238×155×21ｍm）

08 食品容器カタログＰ.99参照

豊皿 145H 志野紺（145×145×21ｍm）

08 食品容器カタログＰ.99参照

天ぷらに最適！
！
余分な油を吸い取る

フレッシュマット

を使用！（下記をご参照ください）

ちらし寿司弁当

YN-715H うつわ（147×282×27ｍm）
ごはん約400ｇ

筍ごはん幕の内弁当

FA-272H 木目内赤（200×230×25ｍm）
ごはん約180ｇ

シャケ弁当

TS-200-3H SR/B（180×200×25ｍm）
ごはん約150ｇ

TS-200シリーズ

ボリューム感ある盛り付
けと減容化を実現させた
コンパクト容器です。

和風幕の内弁当

TS-200-2H 黒（180×200×25ｍm）
ごはん約180ｇ

豊皿 175H 黒淵朱
（175×175×21ｍm）
ごはん約300ｇ

豊皿 195-120H 志野茶
（195×120×21ｍm）

08 食品容器カタログＰ.75参照

08 食品容器カタログＰ.63参照

おこわセット

焼き魚

メガ弁当に最適！

春のお弁当

中華彩り弁当

春の情緒満載のお弁当

【本 体】M-40H 木目（207×207×33ｍm）
【中仕切】M-404 中仕切 赤
ごはん約100ｇ

満 開の桜の下で楽 しむ︑趣 向 が行 き届いた

見 た 目 も麗 しいお 弁 当です︒

松花堂弁当

TR-65-2H R/B（197×197×25ｍm）
ごはん約80ｇ

食卓に季節感と素材の色合いが映える︒

08 食品容器カタログＰ.61参照

口福の一皿

松花堂弁当

【本 体】FU-17H 金彩（171×171×31ｍm）
【中仕切】M-176 中仕切 赤
ごはん約60ｇ×2

季 節の風 情 ︑素 材の彩 りをより鮮やかに︒

松花堂弁当

【本 体】FU-27H 金彩（192×231×31ｍm）
【中仕切】M-278 中仕切 赤
ごはん約210ｇ

料 理 を 豪 華に格 調 高 く引 き立てる本 物 志 向の器が

08 食品容器カタログＰ.100参照

だん らんの口福のひとときを 演 出しま す︒

福皿 21H-9 黒（210×210×24ｍm）
ごはん約250ｇ

ちらし弁当

春の彩りが迷い箸を誘うおいしさ

松花堂弁当

江 戸 時 代 初 期の僧・松 花 堂 昭 乗が愛 用していた

十 文 字 仕 切 りの塗 箱 が由 来とされる松 花 堂 弁 当︒

旬の素 材 が美 し く盛 られ︑お 花 見に行 楽に引っ張り凧です︒

手まり寿司弁当

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

08 食品容器カタログＰ.99参照

08 食品容器カタログＰ.99参照

福皿

春の天ぷら盛り合わせ

本物志向とおいしさを追求した幅広い料理に対応する器です。
耐熱・耐油性に優れたPPF素材を使用していますのでレンジアップできます。

シリーズ

スクエアシリーズ

豊富なラインアップでさまざまなメニューに対応できる容器です。
ワンタッチ嵌合が作業性と保湿性を高めます。

ジャンボチキングリル弁当

TS-244H SR/B
（210×244×25ｍm）
ごはん約220ｇ

梅じゃこおこわ

カツサンド

オムライス

福皿 15H 茶吹（150×150×21ｍm）
ごはん約180ｇ

福皿 21H 白（210×210×24ｍm）
ごはん約200ｇ

08 食品容器カタログＰ.100参照

08 食品容器カタログＰ.100参照

酢豚

ハンバーグ

08 食品容器カタログＰ.100参照

08 食品容器カタログＰ.100参照

スクエア 27 プロバンス
（140×184×25
（23）
ｍm）
08 食品容器カタログＰ.121参照

カルパッチョ

スクエア 40 グラスブルー
（185×184×25
（23）
ｍm）
08 食品容器カタログＰ.121参照

サラダクレープ巻き

スクエア 30 黒淵朱
（117×231×25
（23）
ｍm）
08 食品容器カタログＰ.121参照

焼肉弁当

TR-220-3H 黒（200×220×25ｍm）
ごはん約180ｇ

TR-220シリーズ

ハンバーグ＆エビフライ弁当

TR-220-2H SR/B
（200×220×25ｍm）
ごはん約220ｇ

ミックスグリル弁当

新登場SR/B

福皿 15H 黒（150×150×21ｍm）

とんかつ弁当

TS-244-2H 黒
（210×244×25ｍm）
ごはん約260ｇ

2009年

毎月の記念日

日︶

12

◆3月の旬
●あさつき●ふき●京菜
●伊予柑
●白魚●にしん

※ごはんはおおよその量で一例です。

15
10

夏越しのはらい
︵ 日︶
夏至・父の日︵ 日︶
入梅︵ 日︶
時の記念日︵ 日︶
芒種︵5日︶
虫歯予防デー
︵4日︶
衣替え︵1日︶

14

20
1217
29

葵祭︵ 日︶
母の日︵ 日︶
端午の節句・立夏︵5日︶
みどりの日︵4日︶
憲法記念日︵3日︶
八十八夜︵2日︶
メーデー
︵1日︶

172023

昭和の日︵ 日︶
穀雨︵ 日︶
春土用︵ 日︶
復活祭︵ 日︶
花まつり︵8日︶
清明︵5日︶
エイプリルフール
︵1日︶

彼岸明け︵ 日︶
春分の日︵ 日︶
彼岸入り︵ 日︶
ホワイトデー
︵ 日︶
奈良東大寺お水取り︵
啓蟄︵5日︶
桃の節句︵3日︶

販売計画にお役立てください︒

歳時カレンダー

従来のR/Bよりも明るい色
目で、売り場を引き立てます。

TR-220-4H SR/B
（200×220×25ｍm）
ごはん約200ｇ

売れ筋TR-230の少し小さいサイ
ズで、洋風メニューに最適です。
フ
タは2種類ラインアップし、Fフタは
積み重ねも可能です。

11

10

21
30

毎日曜日＝パスタの日
8日＝果物の日、米の日
11日＝麺の日
12日＝パンの日、豆腐の日
15日＝お菓子の日、中華の日
17日＝いなりの日、なすの日
19日＝食育の日、シュークリームの日
20日＝ワインの日

●うど●たけのこ●さやえんどう●たまねぎ
●じゃがいも
●いちご
●あじ●さより●とびうお●太刀魚●真鯛

◆5月の旬

◆6月の旬

●グリンピース●そらまめ●キャベツ
●アスパラガス●トマト
●いさき●かつお●きす

●オクラ●きゅうり●なす●新茶
●さくらんぼ●びわ
●あなご●はも

福皿 18-12H 黒（120×180×18ｍm）

スクエア 10 クリア
（117×126×25
（23）
ｍm）
08 食品容器カタログＰ.121参照

バイキング惣菜に最適!

■ハーフクリアパック

新スタイル！ 軽くてかんたんパックです！！

内容物をはっきりと
見せられます。
内容物が入れやすい
形状です。

刺身

スクエア 30 さざなみ金
（117×231×25
（23）
ｍm）
08 食品容器カタログＰ.121参照

和菓子

スクエア 25 メイプル
（155×155×25
（23）
ｍm）
08 食品容器カタログＰ.121参照

さらにおいしくヘルシーに!

■フレッシュマット

余分な油を吸い取るため、揚げ物のクリスピー感が
保たれ、さらにおいしくヘルシーです。

■吸油にかかる時間比較（弊社比）

21日＝漬け物の日
22日＝夫婦の日

◆4月の旬

刺身

27日＝ツナの日
29日＝肉の日
30日＝みその日
末日＝そばの日

軽量でかさばらず、ゴミの
減量、在庫スペースの削減
ができます。

（秒）

（弊社テスト結果）

※ごはんはおおよその量で一例です。

