お盆のお寿司

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

09 食品容器カタログＰ.83参照

09 食品容器カタログＰ.83参照

09 食品容器カタログＰ.83参照

新角桶新発売！
！ネタが沈まない形状と折箱のような印刷が、お寿司本来の高級感を引き出します。

みんなが集 まるお 盆には、涼 やかで彩 り豊かなお 寿 司 が最 適です。

こどもた ちにも大 人 気 。会 話と笑 顔 が弾 けま す。

にぎり寿司1人前
新角桶10H 金砂（212×212×33ｍm）
09 食品容器カタログＰ.83参照

にぎり寿司4人前
新角桶410H 金砂（248×333×33ｍm）
09 食品容器カタログＰ.83参照

にぎり寿司3人前
新角桶30H 大和（302×302×33ｍm）
09 食品容器カタログＰ.83参照

角桶・丸桶シリーズ市松金
市松金柄がより赤みの色合
いと新鮮さを引き立て、赤
身づくしに最適です。

赤身にぎり2人前
角桶2H 市松金（258×258×33ｍm）
09 食品容器カタログＰ.85参照

夏号

土用丑の日
ぜいたく日和

にぎり寿司3人前
新角桶30H 金砂（302×302×33ｍm）

江 戸 時 代 中 期、平 賀 源 内 考 案の「本 日 土 用 丑の日」という 看 板でうなぎ屋が大 繁 盛。
以 来、夏バテ防 止にうな ぎを 食べる習 慣 が定 着 しました。
滋 養 満 点、笑 顔 満 点の暑 気 払いで夏 を 豊 かに。

にぎり寿司3人前
新角桶30H 松（302×302×33ｍm）

にぎり寿司3人前
新角桶30H 暁（302×302×33ｍm）

2009年
営業本部／東京都北区田端1-21-8
TEL（ 03）5685-1300（代）
富来弁 FU シリーズ
容器のフチを広くしており、金彩
柄の黒に映える金が、より一層う
なぎの高級感を引き立てます。

うな重
【本 体】
FU-10H 金彩（119×169×45ｍm）
【中仕切】FU-10-1 中仕切 赤
ごはん約220ｇ
09 食品容器カタログＰ.23参照

FA シリーズ（2 点式）
涼しげな定位置印刷の木目柄が、
より一層うなぎの食欲をかき立て
ます。

うな重
FA-101H 木目内赤（154×207×25ｍm）
ごはん約300ｇ
09 食品容器カタログＰ.29参照

うなぎにこころ躍る夏 元気をつけるためのプチぜいたくも、またうれし。

にぎり寿司4人前
角桶4H 御所赤（338×338×33ｍm）
09 食品容器カタログＰ.85参照

うなぎを満喫！定番のお重タイプ！

にぎり寿司3人前
角桶31H 御所黒（208×333×33ｍm）
09 食品容器カタログＰ.85参照

にぎり寿司5人前
丸桶5H 市松金（418φ×33ｍm）
09 食品容器カタログＰ.90参照

いなり・巻き・にぎり寿司2人前
角桶31H 金流（208×333×33ｍm）
09 食品容器カタログＰ.85参照

巻き・にぎり寿司2人前
角桶21H 藤（148×333×33ｍm）

巻き・押し寿司1人前
角桶110H 錦（143×253×25ｍm）

09 食品容器カタログＰ.85参照

ごはん約270ｇ
09 食品容器カタログＰ.25参照

SPMシリーズ
PP 発泡にて軽量化・断熱性を向上。
お重・高フタ形状により、うなぎの
ボリュームアップ感を醸し出します。

にぎり寿司2人前
角桶21H-SN 吉兆（140×325×33ｍm）

09 食品容器カタログＰ.87参照

NEW

HDPE

ポリ風呂敷 100枚入
品

100枚入タイプに水玉透明、
かすみ草をラインアップ!!
名

NEW

巻枚数

ケース入数

重量(g)

商品コード

ケース入数

重量(g)

280×410

500枚/本

12本

763.00

0370592

No.90 水玉ブルー

0.035×900×900

100枚

500枚

26.00

0500755

小巻フクロールNo.300

300×450

500枚/本

12本

898.00

0370606

No.70 水玉ブルー

0.025×700×700

100枚

1,000枚

11.00

0370614

No.90 水玉ピンク

0.035×900×900

100枚

500枚

26.00

0370622

No.70 水玉ピンク

0.025×700×700

100枚

1,000枚

11.00

0370673

No.90 水玉透明

0.035×900×900

100枚

500枚

26.00

0370665

No.70 水玉透明

0.025×700×700

100枚

1,000枚

11.00

0370691

No.90 かすみ草

0.035×900×900

100枚

500枚

26.00

0370681

No.70 かすみ草

0.025×700×700

100枚

1,000枚

11.00

巾×長さ（mm）

●No.280は14号サイズ、
No.300は15号サイズです。
●500枚巻でコンパクト、省スペースでの設置が可能
です。
●取付ホルダーを用意しています。

プラホルダーNo.300 アイボリー

プラホルダーNo.300 クリアー

【プラホルダーNo.300】
●小巻フクロール、ポリティッシュE袋入タイプの全て
のサイズが兼用できます。
●設置場所にあわせた取付が可能です。
●色はアイボリーとクリアーの2種類を用意していま
す。
●1ケース 15個入
09 総合カタログＰ.30参照

厚み×巾×長さ（mm） 袋入数

LDPE

小巻フクロールNo.280

数

FAシリーズ
（2点式） FA-500シリーズ
スミ切り形状と柾目内赤・黒内赤の定位置印刷で、
より一層高級感を演出する 2 点式タイプです。

ごはん約180ｇ
09 食品容器カタログＰ.25参照

いろいろ食べたい欲ばりな方に！

09 食品容器カタログＰ.90参照

0500747

号

ごはん約150ｇ
09 食品容器カタログＰ.29参照

うな重
【本 体】
M-10SH みかげ（114×164×45ｍm）
【中仕切】
M-10S 中仕切 赤

手巻き寿司4人前
丸桶4H けやき（368φ×33ｍm）

09 食品容器カタログＰ.87参照

大きいサイズのロール巻で使い方
いろいろ!!
商品コード

※ごはんはおおよその量で一例です。

ごはん約160ｇ
09 食品容器カタログＰ.27参照

09 食品容器カタログＰ.85参照

にぎり寿司4人前
角桶4H-SN 黒金彩（330×330×33ｍm）

小巻フクロール

うな重
うな重
【本 体】M-13 錦新（125×175×33ｍm） 【本 体】
M-12SH みかげ（114×209×45ｍm）
【中仕切】M-133 中仕切 赤
【中仕切】
M-121S 中仕切 赤

うなぎ弁当
FA-503H 柾目内赤（180×230×25ｍm）

うな重
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280ｇ
09 食品容器カタログＰ.23参照

ご家族のパーティに！

●多数包む場合に便利です。
（50枚折×2束包装）
●1枚ずつ取り出せる10枚入もラインアップしております。

09 総合カタログＰ.60参照

うなたま重
【本 体】
FU-15H 金彩（158×188×31ｍm）
【中仕切】
M-154 中仕切 赤

うなぎにぎり&巻き
丸桶2H 市松金（268φ×33ｍm）
09 食品容器カタログＰ.90参照

うなぎちらし寿司
和皿8H 黒天朱（147×212×21ｍm）
ごはん約200ｇ
09 食品容器カタログＰ.99参照

セット麺
（うな重＋うどん）
FA-502H 黒内赤（180×230×25ｍm）
ごはん約150ｇ
09 食品容器カタログＰ.29参照

うなぎにぎり2貫&巻き
FK-23-9 しぶき（91×236×26（21）ｍm）
09 食品容器カタログＰ.123参照

ちょっぴりぜいたくに！

うなぎまぶしご飯
福皿12H 茶吹（120×120×18ｍm）
ごはん約90ｇ
09 食品容器カタログＰ.51参照

ミニうな丼
SP-120-2H 弥生（120φ×36.5ｍm）
ごはん約110ｇ
09 食品容器カタログＰ.113参照

※ごはんはおおよその量で一例です。

