おつまみ 横 丁

ごはん約190ｇ
09 食品容器カタログＰ.42参照

ボリューム幕の内弁当
スタミナ弁当
TS-237H R/B（205×237×25ｍm） TR-59H 黒（210×240×27ｍm）
ごはん約200ｇ
09 食品容器カタログＰ.41参照

ごはん約210ｇ
09 食品容器カタログＰ.40参照

枝豆
パノラマパックKBタイプ
KBA14-16 竹皮P

TR幕の内（230）シリーズ
定番メニューに合わせた
柄・仕切を取り揃えて
おります。

09 総合カタログＰ.122参照

ハンバーグ弁当
TR-230-1H 黒（210×230×25ｍm）

LAシリーズ LA-250H
丸い仕切にピラフを入れ、ハンバーグ、ウイン
ナーを添えればお子様ランチの完成です！！

あなご天丼
TR-87H 黒（135×195×30ｍm）
ごはん約230ｇ
09 食品容器カタログＰ.49参照

ごはん約220ｇ（チャーハン）
09 食品容器カタログＰ.39参照

09 食品容器カタログＰ.51参照

麻婆丼
TR-931H みかげ赤（187×187×30ｍm）
ごはん約190ｇ
09 食品容器カタログＰ.46参照

ミニ親子丼
SP-120-2H 弥生（120φ×36.5ｍm）

ご飯と具材がからまって
一度で二度おいしい丼。
夏は豪快に召し上がれ。

ごはん約180ｇ
09 食品容器カタログＰ.43参照

大盛り焼きそば&チャーハン
TR-157-4H 黒（213×255×24ｍm）

海鮮焼きそば
福皿24-16MH 黒（240×160×21ｍm）

ごはん約160ｇ
09 食品容器カタログＰ.31参照

ビビンバ丼
TR-110H みかげ黒（220φ×30ｍm）

ごはん約210ｇ
09 食品容器カタログＰ.34参照

（210×230×25ｍm）
ごはん約210ｇ
09 食品容器カタログＰ.34参照

夏丼

お子様ランチ
LA-250H シルクレッド（152×250×27ｍm）

ごはん約160ｇ
09 食品容器カタログＰ.113参照

夏野菜たっぷりのカレーで元気モリモリ

大盛りカルビ丼
SP-311H 弥生（172×172×42ｍm）

夏野菜の天丼
SP-166H R/B（166φ×42ｍm）

ごはん約380ｇ
09 食品容器カタログＰ.113参照

ごはん約240ｇ
09 食品容器カタログＰ.113参照

明太じゃこめし
SP-510H R/B（114×164×35ｍm）
ごはん約200ｇ
09 食品容器カタログＰ.111参照

ごはん約220ｇ
09 食品容器カタログＰ.31参照

SPM シリーズ
SP-510 シリーズ
PP 発泡により軽量化と断熱
性の向上を実現！ライスパッ
クメニューに最適です。

ごはん約280ｇ
09 食品容器カタログＰ.111参照

夏野菜のカレーライス
SP-501H チェックY（183×275×30ｍm）
ごはん約280ｇ
09 食品容器カタログＰ.111参照

2009年

スタミナのり弁
SP-324H 吉野赤（150×200×30ｍm）
ごはん約250ｇ
09 食品容器カタログＰ.115参照

●とうもろこし●かぼちゃ●枝豆
●マッシュルーム
●桃●すいか●メロン
●あわび●するめいか

23

24

秋彼岸明け（ 日）
秋分の日（ 日）
敬老の日（ 日）
社日・秋彼岸入り（ 日）
重陽（菊）の節句（９日）
白露（７日）
防災の日（１日）

◆７月の旬

地蔵盆（ 日）
処暑（ 日）

19
31

15

日）

23

お盆
（

※ごはんはおおよその量で一例です。

20

長崎原爆の日（９日）
立秋（７日）
広島平和記念日（６日）

●オクラ●きゅうり●なす●新茶
●さくらんぼ●びわ
●あなご●はも

大暑（ 日）
海の日（ 日）

◆ 6 月の旬

15

土用丑の日
（ ・ 日）

21 30

盃蘭盆（ 日）
小暑・七夕（７日）
半夏生（２日）
海開き・山開き（１日）

11

10

ハンバーグピラフ
SP-304H みかげ紺（220φ×30ｍm）
ごはん約280ｇ
09 食品容器カタログＰ.117参照

毎月の記念日

夏越し大祓（ 日）
夏至・父の日（ 日）
入梅（ 日）
時の記念日（ 日）
芒種（５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

ごはん約220ｇ
09 食品容器カタログＰ.36参照

09 総合カタログＰ.123参照

09 総合カタログＰ.120参照

かき揚げ
デリカパックEタイプ
EA23-20 竹皮D

21 23

26

20

コロッケ
ルックバッグ
No.4S ノスタルジア

09 総合カタログＰ.120参照

焼き鳥
タートルパックFBタイプ
FBA14-24 無地T
09 総合カタログＰ.119参照

唐揚げ棒
タートルパックJAタイプ
JAA27-16 フレッシュ赤T
09 総合カタログＰ.119参照

09 総合カタログＰ.118参照

唐揚げ
ルックバッグ
No.4S たくみ

09 総合カタログＰ.118参照

ローストンカツ
タートルパックJAタイプ
JAA27-16 チェックT

じゃこ天
カトラパック
AP-50

09 総合カタログＰ.119参照

09 総合カタログＰ.120参照

TRオードブルシリーズ
3〜5点盛までちょっとずつつまみたいというぜいたくな方に!
ボリューム感が出る本体、
高蓋形状により一層売り場を引き立てます。

オードブル
オードブル
オードブル
オードブル
TRオードブル3H 黒（165×165×43ｍm） TRオードブル4H 白（185×185×43ｍm） TRオードブル4H-3 R/B（185×185×43ｍm） TRオードブル5H 黒（210×210×36ｍm）

SPMシリーズ SP-501シリーズ
PP発泡により断熱性を向上、大盛りメニューに最適です。また、シックな木目こげ茶、
カラフルなチェックY、黒柄をメニューに合わせてお選びいただけます。

キーマカレー
SP-501H 木目こげ茶（183×275×30ｍm）

天ぷら盛り合わせ
プラッターバッグ
No.220 天ぷら盛り合わせ用

唐揚げ
デリカパック
No.16 デリシャス

09 食品容器カタログＰ.47参照

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
21日＝漬け物の日

09 食品容器カタログＰ.47参照

09 食品容器カタログＰ.47参照

09 食品容器カタログＰ.47参照

串揚げ＆メンチカツ
DF-2016（160×200×25（26）ｍm）
09 食品容器カタログＰ.124参照

PPパックシリーズ
PP素材ですので安全・安心です!そのままレンジへ!
温かくして食卓へ!

09 食品容器カタログＰ.131参照

カツカレー
LA-22-3H コルク赤茶（226×226×26ｍm）

09 総合カタログＰ.123参照

09 総合カタログＰ.122参照

餃子
PPパック PP-20（115×185×19（9）ｍm）
カツカレー
TR-53H（157×241×32ｍm）

串揚げ
プラッターバッグ
No.180 チェック

メンチカツ
パノラマパックKBタイプ
KBB21-16 未晒無地P

豚しょうが焼き弁当
TR-230-4H R/B（210×230×25ｍm）

ステーキ弁当
TR-230-4H ベージュライン

ごはん約180ｇ
09 食品容器カタログＰ.34参照

ビールがおいしい季節です。
おいしいおつまみがあれば言うことなし！
一人で、
みんなでゆっくりな時間を楽しみましょう。

栄養、ボリューム満点のお弁当で夏を乗り切ろう！

スタミナ弁当

夏バテ対 策には、やっぱりお 肉！旺 盛 な 食 欲は元 気の源 。

スタミナつけて、夏 を 健 やかに！

TS 幕の内シリーズ TS-244-3H 黒
左下のポケット仕切が主菜のズレ止
めの役割を果たし、メガ弁当のボ
リューム感を演出します。

トンカツ弁当
TS-244-3H 黒（210×244×25ｍm）

福助の複合製品シリーズ
売り場を変化させ、商品の訴求力をアップさせます!!

唐揚げ
焼き鳥
PPパック PP-30（120×130×21（19）ｍm） PPパック PP-40（128×190×19（9）ｍm）
09 食品容器カタログＰ.131参照

09 食品容器カタログＰ.131参照

焼き鳥
E-24H 白（121×195×20ｍm）
09 食品容器カタログＰ.54参照

フライドチキン&ポテト
LA-191-1H コルク茶赤（143×191×26ｍm）
09 食品容器カタログＰ.31参照

ショウバッグEタイプ
売り場の活性化、新しいディスプレイを提案!!

●舟形形状ですので使いやすく、
幅広いメニューに対応
できます。
●耐熱・耐油性に優れレンジアップが可能です。
●売場を活性化させ、
目を引くディスプレイができます。
●ショウバッグEFとセットでご使用いただけます。
■推奨組み合わせ例
容器（EFシリーズ）
フルレンジEF（小）

袋（ショウバッグEタイプ）
ショウバッグEF（小）

22日＝夫婦の日
27日＝ツナの日

◆８月の旬

◆９月の旬

29日＝肉の日

●ごぼう●冬瓜
●なし●ぶどう
●はぜ

●白菜●松茸●さつまいも●にんじん
●りんご
●このしろ●ぼら●かます●さば

30日＝みその日
末日＝そばの日

フルレンジEF（中）

フルレンジEF（大）

ショウバッグEF（中）

ショウバッグEF（大）

フレッシュマット
フレッシュマット

70×100

フレッシュマット

70×120

フレッシュマット

70×140

フレッシュマット

70×160

フレッシュマット

90×160

フレッシュマット 110×160

09 食品容器カタログＰ.56、
09 総合カタログＰ.48参照
※ごはんはおおよその量で一例です。

