㉒

バッテラはしめ鯖の押し寿司でポルトガル語で
小舟を意味する
「bateira（バッテイラ）
」が語源。
09食品容器カタログP.83参照

かつめし（ごはん約250g）
SP-501H 木目こげ茶（183×275×30mm）

鳥取

油で揚げた太麺に、
とろみがついた鶏ガラベース
のスープがたっぷりかかる。

少し甘めに味付けされた大ぶりのかきが載った炊き込みご飯。
09食品容器カタログP.25参照

❹
山形

愛媛・今治
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福岡・小倉

㉛

高知
長崎

大分

熊本

⓱

⓯

⓮

神奈川

千葉

寒ブリのアラと大根を一緒にしょうゆで煮た、富山
を代表する郷土料理。
09食品容器カタログP.53参照

釜飯（ごはん約200g）
TR-75H R/B（170φ×50mm）
茶めしの上に鶏肉、タケノコ、ゴボウ、
シイタケ、栗、アンズ、ウズラ卵などの
具が載る。
09食品容器カタログP.49参照

ご飯の上にキャベツを敷きソースにくぐらせたトンカツ
が載る。

ゼリーフライ
ハーフクリアパックAP-24-19（240×190/170mm）
おからとジャガイモの揚物。ゼニ（銭型）
フライがなまってゼリー
フライになったといわれる。
09総合カタログP.124参照

㊱

長崎

つけナポリタン
LA-250H シルクレッド（152×250×27mm）

カレー味のピラフにトンカツを載せ、
ナポリタン、
サラダを一皿に盛る。
09食品容器カタログP.117参照

日本五代名飯の一つ。江戸時代あさりの産地
であった深川が名の由来。

⑮神奈川・湘南

ソースカツ丼（ごはん約230g）
SP-516H 内黒外木目（155×185×45mm）

㉝

トルコライス（ごはん約240g）
SP-304H みかげ紺（220φ×30mm）

深川飯（ごはん約260g）
SP-514H R/B（134×174×45mm）

沖縄

SPMシリーズ「黒」
「黒」の本体が鉄板焼の
おいしさを演出します。

㉟

宮崎・延岡

終戦直後、そば玉の代わりに乾麺のうどん
を使ったのが始まりとされる。
ソース味。
09食品容器カタログP.111参照

㉞

ケチャップライスに半熟の卵焼きと白身魚の
フライを載せてタルタルソースがかかる。
09食品容器カタログP.43参照

SPMシリーズ・SP-512〜516H
四隅がそり立つシャープな形
状 により、単 品メニューのボ
リューム感を演出します。

⑱ 愛知・名古屋

⑰静岡・富士

沖縄

大分

焼きうどん
SP-501H 黒（183×275×30mm）

ハントンライス（ごはん約250g）
TR-80-5H ピエール（230φ×27mm）

一世帯当りの餃子年間支出金額が日本一多い宇都
宮市。種類も豊富で毎日食べても飽きない。
09食品容器カタログP.29参照

鹿児島

ご飯に炒めた牛肉とトマト、
レタスなどの
生野菜を盛り付けマヨネーズをかける。
09食品容器カタログP.51参照

ぶり大根
福小鉢 中 本体 茶（130×130×28mm）

餃子弁当（ごはん約160g）
FA-502H 黒内赤（180×230×25mm）

宮崎

シシリアンライス（ごはん約240g）
福皿18H 白（180×180×21mm）

空弁でブレイク。焼くことで鯖の臭みを抑え、皮の
香ばしさと身の旨味が広がる。
09食品容器カタログP.123参照

新鮮な山の幸をご飯に載せ熊笹で包んだ
寿司で、上杉謙信の野戦食と伝えられる。
09食品容器カタログP.99参照

埼玉

東京

焼き鯖棒寿司
FK-23-9 しぶき（91×236×26（21）mm）

FK-23-9 しぶき
一体型嵌合容器に「しぶき」
柄の定位置印刷で高級感を
演出します。

⑬埼玉・行田

佐賀

㉜

⓬ ⓫
茨城
⓭

（約80g×3）
謙信寿司（笹寿司）
和皿8H 葉蘭（147×212×21mm）

⑯長野・駒ヶ根

ご飯に薄切りの焼豚と半熟の目玉焼きを載せ、
焼豚のタレがかかる。
09食品容器カタログP.46参照

岐阜

栃木

群馬

⓰

福井

滋賀

厚く切った牛タンを網焼きした肉はボリューム満点。
麦飯でいただく。
09食品容器カタログP.29参照

⑫群馬・横川

焼豚玉子飯（ごはん約260g）
TR-93H 中華（187×187×30mm）

❽富山
長野

鳥取

宮城

⑪栃木・宇都宮

❾

❿

牛タン弁当（ごはん約160g）
FA-501H 柾目内赤（180×230×25mm）

⑭東京・深川

香川・高松

カツオに粗塩をすり込みニンニク、
タマネギ、ネギなど
で食べる塩たたき。風味がぐっと引き立つ。
09食品容器カタログP.97参照

岩手

❼

石川

直径3〜4cmの玉状のこんにゃくをしょうゆベース
のタレで煮込み、
串に刺して食べる。
09総合カタログP.127参照

バラ焼き弁当（ごはん約230g）
RP-5-1H 黒（197×264×34mm）

❺ ❻

地鶏のもも焼き
TR-162H 黒（146×218×20mm）

かつお塩たたき
豊皿230-140H 扇（227×140×21mm）

ゆで麺に生卵とネギを載せ生じょうゆかだしをかけ
て食べる。
うどんカルボナーラ。
09食品容器カタログP.50参照

秋田

新潟

タレをつけてじっくり焼き上げる地鶏は、皮は
カリカリ、中はジューシーな肉汁がたっぷり。
09食品容器カタログP.43参照

❸

牛のバラ肉と大量のタマネギをしょうゆ
ベースの甘辛いタレで焼く。
09食品容器カタログP.19参照

㉘

㉗

釜玉うどん
TR鍋 中 本体 クリーム（154×173×48mm）

❷

青森

玉こんにゃく
オープンパックF-22無地（220×72mm）

ゆで麺の焼きそばで目玉焼きが載るのが特長。
09食品容器カタログP.43参照

⑧富山

TR鍋シリーズ
本物志向の鍋型形状がメニューの
アツアツ感を演出します。

ズワイガニのだしにご飯を入れて、
とき卵、
三つ葉を加えていただく。
09食品容器カタログP.50参照

㉙

高知

かに雑炊（ごはん約200g）
TR鍋 中 本体 黒（154×173×48mm）

焼きそば
TR-170H 黒（180×240×25mm）

⑨石川・金沢

かきめし弁当（ごはん約200g）
（本 体）
M-12SH みかげ（114×209×45mm）
（中仕切）
M-122S 中仕切赤

❶

⑦新潟

徳島

㉚

北海道

⑩福井・若狭

広島

㉕

㉔

バリそば
SP-502H 木目こげ茶（210φ×37mm）

㉖

北海道の海の幸をふんだんに使った豪快なお重。
09食品容器カタログP.79参照

⑥宮城・仙台

SPMシリーズ「木目こげ茶」
シックな「木目こげ茶」柄は
洋食メニューに最適です。

山口

ご飯にビーフカツレツを載せてデミグラスソースを
かけた洋風カツ丼。
09食品容器カタログP.111参照

鮭いくら重（ごはん約190g）
折膳200H 黒金彩（153×194×33mm）

ジャガイモ、ニンジン、カボチャなどの大ぶりの具が
入ったスープ状のカレー。

⑤山形

ばってら＆押し寿司
新角桶15H 松（228×228×33mm）

スープカレー
SP-502H みなもオレンジ（210φ×37mm）

③青森・十和田

新角桶シリーズ「松」
伝統的な「松」柄が重厚感を出し、金のフ
チ取りが押し寿司を豪華に演出します。

②北海道・函館

紙折シリーズ
紙の簡易折箱としてひと味違った
おいしさを演出できます。

SPMシリーズ
汁がもれにくい内嵌合フタ
をラインアップしております
ので、スープ系メニューに
最適です。

④秋田・横手

おふくろの味の代名詞とされているが、日本
海軍が発祥でビーフシチューを模したもの。
09食品容器カタログP.49参照

大阪

兵庫・加古川

分厚い豚肉をニンニクとラードで焼き、
ソース
味のタレをかけ大盛りのキャベツを添える。
09食品容器カタログP.34参照

①北海道・札幌

㉑

おにぎりを高菜で包んだもの。目を張るように
口を開けて食べることに由来したともいわれる。

肉じゃが
TR-745H 黒（160×184×44mm）

全国各地から人気メニュー参上！

和歌山・熊野

めはり寿司（約120g×2）
紙折No.35竹柄（90×145mm）
トンテキ弁当（ごはん約210g）
TR-230-4H 黒（210×230×25mm）

ご当地グルメが熱い！

今や町おこしの代名詞的存在のご当地グルメ︒全国区に名乗りをあげるメニューも次々登場︒
旬の食材や地産地消フェア等で地域密着をアピールしましょう︒

⑳京都・舞鶴

⑲三重・四日市

㉓

とり天弁当（ごはん約200g）
TR-240-3H 吉野赤（180×240×25mm）
一口大の鶏肉を天ぷらの衣で揚げて、ポン酢や天つゆ
などにつけて食べる。
09食品容器カタログP.35参照

チキン南蛮弁当（ごはん約200g）
TS-244H SR/B（210×244×25mm）
チキンカツに甘酢のタレとタルタルソースがか
かる。子供にも大人気。
09食品容器カタログP.41参照

LAシリーズ・LA-250H
丸型仕切が煮物やスープ
など の 汁ものメニュー に
ピッタリです。

桜エビをトッピングしたナポリタンをトマトと鶏のダブル
スープにつけて食べる。
09食品容器カタログP.31参照

サーターアンダギー
そこ見えるパックNo.24-16
アーティクル（240×160×35mm）
サーターは砂糖、アンダは油、アギーは
揚げるの意。沖縄風ドーナツ。

そこ見えるパック
底ガゼット部分に透明フィルムを使用しています
ので、内容物をはっきり見せることができます。

しらす丼（ごはん約160g）
SP-510H 内赤外木目（114×164×35mm）
あんかけスパゲティ
SP-502H チェックY（210φ×37mm）

釜揚げしらすをご飯に盛り海苔、青シソなどの薬味に
しょうゆやタレをかけて食べる。

太麺にじっくり煮込んだとろみとコクのあるスパイシー
なソースがたっぷりかかる。
※写真はイメージです。 ※ごはんはおおよその量で一例です。

