うな重（ごはん約160g）
【本 体】M-13H 錦新（125×175×33ｍm）
【中仕切】M-133 中仕切 赤
09 食品容器カタログＰ.27参照

MU・FAシリーズ
香ば
漆のような朱と黒のコントラストが、
。
しいうなぎへの食欲を一層かき立てます
浅型から深型まで幅広くラインアップ！

うな重（ごはん約180g）
【本 体】
M-10SH みかげ（114×164×45ｍm）
【中仕切】M-10S 中仕切 赤
09 食品容器カタログＰ.25参照

うなぎちらし寿司（ごはん約200g）
和皿2-3H 大和（147×197×21ｍm）

うなぎにぎり寿司
菱皿12H 松（134×267×25ｍm）

いざ夏、寿司の陣！

09 食品容器カタログＰ.21参照

「うまい！」とうなる
土用丑の鰻

ふっくら焼き上がった鰻はもちろん
芳しい香りとタレがからんだご飯もご馳走。

うな重（ごはん約200g）
【本 体】
FA-10H 黒（154×207×25ｍm）
【中仕切】FA-10-1 中仕切 赤

和皿シリーズ 大和柄
大和柄がうなぎの高級感をより一層引き
売り
立てます。和皿独自のスミ切り形状が
場に変化を持たせます。

はかま形状と伝統柄で折箱の高級感を表現
底浅・高フタ構造によりボリューム感を演出

にぎり寿司4人前
新角桶40H 松（336×336×33ｍm）
09 食品容器カタログＰ.83参照

にぎり寿司5人前
新角桶50H 大和（375×375×33ｍm）

和皿シリーズ 1-8H
で売り
和皿に横8貫が新登場！横長形状
す。
群で
度抜
注目
場の

09 食品容器カタログＰ.83参照

にぎり寿司3人前
新角桶310H 金砂（198×333×33ｍm）

09 食品容器カタログＰ.83参照

にぎり寿司1人前
新角桶110H 松（143×253×33ｍm）

09 食品容器カタログＰ.83参照

特長ある優美なフォルムが旬の素材を
雅やかに表現

にぎり寿司20貫
和皿20H 松

うなぎ一本寿司
和皿1-8H 市松黒（107×336×21ｍm）

にぎり寿司3人前
新角桶30H 暁（302×302×33ｍm）

本物の皿をイメージした形状・柄で
高級感を演出

にぎり寿司8貫
和皿1-8H 黒天朱（107×336×21ｍm）

（210×289×21ｍm）

うな重（ごはん約210g）
FA-101H 黒内赤（154×207×25ｍm）
09 食品容器カタログＰ.29参照

にぎり寿司18貫
豊皿295-210Ｈ 黒淵朱

（295×210×21mm）

にぎり寿司6貫
和皿2-3H 市松黒（147×197×21ｍm）

うな重（ごはん約160g）
TR-90H R/B（130×130×40ｍm）

フチの傾斜と丸みのある高フタ形状がお寿司を豪華に演出

09 食品容器カタログＰ.49参照

うな重（ごはん約210g）
TR-87H 黒（135×195×30ｍm）
09 食品容器カタログＰ.49参照

09 食品容器カタログＰ.97参照

にぎり寿司12貫
和皿15H 大和（147×289×21ｍm）

うなぎまぶしご飯（ごはん約220g）
TR-75H R/B（170Ф×50ｍm）

うな重＆そばセット（ごはん約170g）
巧膳23-20-4H 大和（23-20SF使用）

（195×230×25ｍm）

09 食品容器カタログＰ.49参照

おいしいおつまみとビールで臨場感倍増！

にぎり寿司12貫
菱皿12H 大和（134×267×25ｍm）

巧膳シリーズ 19-1H
ド
メインの中華惣菜を2点入れて中華オー
構造
がった
盛り上
中央が
ブルの完成です。
によりメインのボリューム感抜群です。

にぎり寿司8貫
菱皿8H 松（134×198×25ｍm）

にぎり寿司18貫
豊皿240Ｈ 市松（239×239×21mm）

にぎり寿司12貫
豊皿200Ｈ 扇（200×200×21mm）

09 食品容器カタログＰ.97参照

09 食品容器カタログＰ.97参照

寿司桶の美しさを追求したはかま形状

角桶のはかま無しで、すっきり形状の軽量タイプ

コロッケ
ラミパックガゼット袋 デリシャス

（210×170/110×30ｍm）

10 複合製品カタログＰ.37参照

にぎり寿司2人前
角桶21H-SN 吉兆（140×325×33mm）

おつまみセット
巧膳19-16-1H 黒（160×187×25ｍm）
揚げ物オードブル
サークルトレーFP-20 シルバー

中華オードブル
巧膳19-1H 大和（187×187×25ｍm）

（255Ф×26ｍm）

MC-96-40R/Bをセット
09 食品容器カタログＰ.77参照

にぎり寿司4人前
角桶4H 御所赤（338×338×33ｍm）
サークルトレーシリーズ＋カップMCシリーズ
ップ
揚げ物の真ん中にチリソースの入ったカ
汚
ると、
に寄せ
て手元
を外し
カップ
をセット。
れにくい。FカップCR-15・20にフルーツを入
れてもGOOD！

09 食品容器カタログＰ.85参照

09 食品容器カタログＰ.87参照

巻き･にぎり寿司3人前
角桶31H 金流（208×333×33mm）

巻き･にぎり寿司3人前
角桶3H-SN 黒金彩（294×294×33mm）

09 食品容器カタログＰ.85参照

09 食品容器カタログＰ.87参照

寿司桶の本来の美しさを追求した丸桶
シンプルにこだわった容器。フタがセットで経済的

えび団子串
タートルパックFBA14-24 アーティクルＴ

えびクリーミーカツ
タートルパックBP-20-15

（140×240/210×35ｍm）

アスパラチーズカツ
パノラマパックKBA18-16 アーティクルＰ

10 複合製品カタログＰ.29参照

（180×160/120×30ｍm）

串もの惣菜に
ピッタリ！

10 複合製品カタログＰ.31参照

（200×150×40ｍm）

10 複合製品カタログＰ.25参照

※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。

10 複合製品カタログＰ.27参照

（160×160ｍm）

10 複合製品カタログＰ.11参照
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30

23
1519

26

23
24

15

秋彼岸明け（ 日）
社日
 （ 日）
秋分の日（ 日）
十五夜（ 日）
秋彼岸入り・敬老の日（ 日）
重陽（菊）の節句（９日）
白露（ 日）
防災の日（１日）

10 複合製品カタログＰ.9参照

（270×160×55/25ｍm）

10

20

地蔵盆（ 日）
処暑（ 日）

10 複合製品カタログＰ.9参照

（240×72ｍm）

巻きソーセージ
カトラバーガー袋No.16 ピクニック

09 食品容器カタログＰ.89参照

日）

（250×130/100ｍm）

唐揚げ棒
フランクフルト
オープンパックF-24 オレンジストライプ タートルパックJAA27-16 フレッシュ赤Ｔ

11

日）

焼きとうもろこし
オープンパックA-25 アーティクル

10 複合製品カタログＰ.33参照

09 食品容器カタログＰ.89参照

お盆
（

10 複合製品カタログＰ.21参照

（180×180×45ｍm）

巻き･にぎり寿司4人前
SK-4フタ付（350φ×45mm）

長崎原爆の日（９日）
立秋（７日）
広島平和記念日（６日）

（230（160+70）
×200ｍm）

串揚げ
プラッターバッグNo.180 チェック

巻き･にぎり寿司5人前
YS-5フタ付（385φ×45mm）

毎月の記念日

土用丑の日
（

10 複合製品カタログＰ.9参照

たこ磯天ぷら
デリカパックEA-23-20 アーティクルD

カトラバーガー袋
ラ
お子様に大人気の巻きソーセージはカト
く
物がよ
で内容
が透明
！片面
ー袋で
バーガ
見えるので思わず手が出ます。

09 食品容器カタログＰ.90参照

大暑（ 日）
海の日（ 日）
盂蘭盆（ 日）
小暑・七夕（７日）
半夏生（２日）
海開き・山開き（１日）

（250×130/100ｍm）

10 複合製品カタログＰ.15参照

09 食品容器カタログＰ.90参照

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）

カットピザ
オープンパックA-25 無地

巻き・にぎり寿司3人前
丸桶3H みかげ（318φ×33mm）

販売計画にお役立てください。

（240×210ｍm）

歳時カレンダー

ひれかつ串
カトラパックAP-60

何かと陳列に頭を悩ます
串もの惣菜は、複合シリーズで
立体的な陳列を！

巻き・にぎり寿司4人前
丸桶４H けやき（368φ×33mm）

8

25
22
23
26

20

◆ 6 月の旬
●オクラ●きゅうり●なす●新茶
●さくらんぼ●びわ
●あなご●はも

◆ 7 月の旬
●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

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
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
※ごはんはおおよその量で一例です。

