涼が
冴える器

クス！
ブルーの清涼感に、和の雲龍をミッ
ッタ
暑い日に食べたくなる寿司セットにピ
リです。

09 食品容器カタログＰ.19参照

うどん＆にぎりセット
寿司ランチ6H 雲龍青（185×203×23ｍm）
09 食品容器カタログＰ.67参照

お蕎麦屋さんのざるをそのままに！
るか
まる で専 門店 で蕎 麦を 食べ てい
のようです。

冷やし中華＆天津飯（ごはん約110g）
LA-250H 中華赤（152×250×27ｍm）
09 食品容器カタログＰ.31参照

天ざるぞば
寿司ランチ9H ざる（195×248×28ｍm）
09 食品容器カタログＰ.67参照

ざるそば
豊皿240-155H クリア（238×155×21ｍm）

クリアな皿でそのまま食卓へ！
し
冷麺メニューの清涼感をさらに演出
ます。

うどん＆天ぷらセット
寿司ランチ8H 雲龍黒（227×227×28ｍm）

お寿司を囲んで
こころも満開

うどん＆天ぷらセット
RP-2-1H 黒（170×228×34ｍm）

桜咲く美しい景色の中、
春を映すお寿司に気分も華やぎます。

風鈴、すだれ、打ち水…

夏の情緒とともに

さわやかな涼味を満喫。

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

2010年

春・初夏号
営業本部／東京都北区田端1-21-8
TEL（ 03）5685-1300（代）

菜の花ちらし（ごはん約200g）
和皿8H 市松黒（147×212×21ｍm）
09 食品容器カタログＰ.99参照

09 食品容器カタログＰ.67参照

！
重厚感ある黒に金雲龍を入れました
。
です
最適
ーに
ニュ
なメ
贅沢
っと
ちょ
。
ます
和の高級感を与え

冷製パスタ
豊皿200H クリア（200×200×21ｍm）

2色そば＆天ぷらセット
【本 体】紗綾R-70H 金箔（211×211×46ｍm）
【中仕切】紗綾R-708 中仕切
09 食品容器カタログＰ.81参照

2 つ仕切の満腹メニューで食欲増進！

メガ系のメニューに対応！
ぷり
ビッ グサ イズ でボ リュ ーム たっ
なセットメニューに対応します。

春の握り寿司
新角桶110H 大和（143×253×33ｍm）

新角桶に握り10貫サイズの登場！
りを
大和 柄が 春の 華や かな 売り 場作
出し
お手 伝い。握 りを より 美し く演
。
ます

花を愛でながら春の口福をいただきます。春の幸の彩りもご馳走です。
シール
K-1288 使用

ナポリタン＆きのこのクリームパスタ
TR-157-4H 黒（213×255×24ｍm）

チャーハン＆焼きうどん（ごはん約250g）
LA-22-2H シルクレッド（226×226×26ｍm）

たこ焼き＆焼きそば
TR-34-2H 黒（194×255×24ｍm）

09 食品容器カタログＰ.43参照

09 食品容器カタログＰ.31参照

09 食品容器カタログＰ.43参照

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

14

17

29

◆ 4 月の旬
●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

ニューイージーバッグ長舌片

９

15

夏越し大祓（ 日）
夏至（ 日）
父の日（ 日）
入梅（ 日）
時の記念日（ 日）
芒種（６日）
衣替え（１日）

14

20

葵祭（ 日）
母の日（ 日）
こどもの日・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）

18 21 24

昭和の日（ 日）
穀雨（ 日）
春土用入り（ 日）
オレンジデー（ 日）
花祭り（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（６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

09 食品容器カタログＰ.39参照

ふんわりオムライス＆ナポリタン（ごはん約160g）
TR-170-2H 黒（180×240×25ｍm）

11

10

20

21

30

毎日曜日＝パスタの日
8日＝果物の日、
米の日

彩りちらし（ごはん約160g）
（150φ×36ｍm）
富久折D-150 雅
（みやび）
春の握り8貫
豊皿230-140Ｈ 黒淵朱（227×140×21ｍm）

※ごはんはおおよその量で一例です。※掲載商品のサンプルは弊社営業員にお気兼ねなくご用命ください。

09 食品容器カタログＰ.92参照

折箱のイメージをそのままに！
庫ス
コン パク トな 富久 折は 軽量 で在
ペースを取らない折シリーズです。

09 食品容器カタログＰ.97参照

11日＝麺の日
12日＝パンの日、
豆腐の日

シール
N-9682 使用

15日＝お菓子の日、
中華の日
17日＝いなりの日、
なすの日

手まり寿司
豊皿150-120H クリア（150×120×21ｍm）
豊皿にクリアの登場！
しさ
本体 の透 明感 が食 材の みず みず
をよりいっそう引き立てます。

アボガドと海老のちらし（ごはん約200g）
豊皿175H クリア（175×175×21ｍm）

シール
K-1289 使用

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
22日＝夫婦の日
27日＝ツナの日

◆ 5 月の旬

◆ 6 月の旬

29日＝肉の日

●グリンピース●そらまめ
●きゃべつ●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

30日＝みその日
末日＝そばの日

ハーフクリアパック柄入「FLタイプ」

牛肉のちらし（ごはん約280g）
FA-101H 黒内赤（154×207×25ｍm）
肉食系を満足させるちらし寿司！
縁黒 内赤 が肉との 鮮や かなコントラスト
で食 欲をそそります。

彩りちらし（ごはん約240g）
和皿10H 大和（147×252×21ｍm）

春の握り12貫
和皿15H 大和（147×289×21ｍm）

09 食品容器カタログＰ.79参照

和皿に大和柄が仲間入り！
すく、
フラットな底面で酢飯がしきや
な形
食べ やす い、 ちら し寿 司に 最適
状です。

サラダちらし（ごはん約200g）
福皿18H 黒（180×180×21ｍm）
※函なしタイプになります。
（APタイプは函入りです。）

筍ちらし（ごはん約140g）
折膳50H 黒金彩（136×136×33ｍm）

09 食品容器カタログＰ.29参照

●お客様がご購入の際にエコをPRできる柄を入れています。
●燃焼時のCO2 排出量の少ない「紙」を使用しています。
●捨てる際にも嵩張りません。
●ゴミの減量化にもなります。

特 長
●結んでお使いいただける長舌片付き！
●取り出しやすいブロックなしタイプ！
●ニューイージーバッグ
（従来品）
と同規格サイズ！

シール
Y-6442 使用

09 食品容器カタログＰ.51参照

ミニ菜の花ちらし（ごはん約120g）
FカップAC-190H 花（108×180×22ｍm）
09 食品容器カタログＰ.61参照

海鮮ちらし（ごはん約150g）
菱皿6H 茶釉（134×163×25ｍm）
09 食品容器カタログＰ.91参照

パーティちらし（ごはん約800g）
丸桶3H けやき（318φ×33ｍm）
09 食品容器カタログＰ.90参照
※ごはんはおおよその量で一例です。

