さっぱりしたトマトの酸味と
枝豆の玉子焼き!

夏野菜・肉・魚などを使用して、
夏にピッタリの惣菜を詰めてみました。

ミニトマトのバルサミコマリネ
豊皿195-120H クリア（195×120×21mm）

さっぱり味の黒酢風味で
夏にピッタリ!

10 食品容器カタログＰ.95参照

ゴーヤのエビ詰め天ぷら
プラッターバッグ No.220 チェック

（220×180×45mm）

10 複合カタログＰ.33参照

夏バテ解消にピッタリのネバネバ
野菜とトマトにわさびであっさり!

ゴーヤの苦みともろみで
ご飯に良く合う!

トマゴ焼き
清盛6H 流華赤（150×168×25mm）
ナスとハーブを一緒に蒸し焼きに!
見た目も爽快です。

ナスの黒酢はちみつ煮
FカップAC-150H 石（110×148×22mm）
10 食品容器カタログＰ.61参照

揚げた翡翠ナスをあえて
白和えで!

ゴーヤと豚のもろみソテー
FKプレート21-15H ボーノ

（145×210×22mm）

薄切りのゴーヤをパリッと揚げた、
ビールに良く合うおつまみです。

長芋・トマト・おくらのわさび和え
Fカップ WS-190H 志野

（115×115×25mm）

ゴーヤチップス
ルックバッグ No.4S おいしい！

10 食品容器カタログＰ.63参照

あっという間にできる、
ビールに
合うカンタンおつまみ!

ナスのハーブ蒸し
スクエア15 プロバンス

（130×165×80mm）

ひ す い

翡翠ナスの白和え
FカップC-25 ストライプ赤

（117×155×25（23）
mm）

（106×134×29（15）
mm）

10 食品容器カタログＰ.123参照

10 食品容器カタログＰ.59参照

10 複合カタログＰ.5参照

甘酢に漬けたみょうがを豚肉で
巻いて天ぷらに!

夏野菜たっぷりの煮込み料理!

特集

『夏・中華』
定番の
「赤」と、食材を引き立て高級感を演出する「黒」容器は、
夏バテ防止のスタミナ中華を熱く引き立てます。

中華弁当（ごはん約140ｇ）
巧膳23-20-6H 大和（195×230×25ｍm）
10 食品容器カタログＰ.19参照

棒々鶏のアレンジ版！
夏でも食欲をそそる前菜!

キュウリとゆで卵のキムチ和え
豊皿115H クリア（115×115×21mm）
10 食品容器カタログＰ.95参照

枝豆とコーンの食感が
アクセントに!

みょうがの豚肉巻き天ぷら
デリカパック EH23-20 竹皮D

キュウリとささみのミルフィーユ
Fパレ W-80（127×144×15mm）

（230（160+70）×200mm）

枝豆とコーンのシュウマイ
タートルパック
JAA20-16 フレッシュ赤T

（200×160×55/25mm）
10 複合カタログＰ.27参照

ポークの夏野菜煮込み
TR鍋 中 本体 クリーム（154×173×48mm）

トロトロのお餅とホクホクのかぼちゃが
絶妙な食感!みょうがで香りも爽やか!
かぼちゃの巾着煮
福小鉢 中 本体 紺（130×130×28mm）
10 食品容器カタログＰ.53参照

このページのレシピご希望のお客様は弊社営業員にお問い合わせください。
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10 食品容器カタログＰ.50参照

焼き餃子
TR-74H 黒

10 複合カタログＰ.21参照

10 食品容器カタログＰ.65参照

餃子・シュウマイ

福助俱楽部

輪切りのゴーヤにエビの
すり身を詰めました。

この度の東北地方太平洋沖地震により被災されました方々に、心よりお見舞いを申し上げますと
ともに、被災地が一日も早く復興することを心よりお祈り申し上げます。

皮をむいたミニトマトは甘味が
引き立ち食べやすい！

素揚げしたかぼちゃと夏に
美味しいアジでまさに夏の
メニュー!

（160×184×24ｍm）
10 食品容器カタログＰ.43参照

麺

かぼちゃとアジの揚げひたし
FKパックP-924白（111×169×21（15）mm）

餃子＆シュウマイ弁当（ごはん約210ｇ）
FA-503H 黒内赤（180×230×25ｍm）

10 食品容器カタログＰ.119参照

（162φ×45ｍm）

10 食品容器カタログＰ.29参照

中華弁当（ごはん約220ｇ）
TR-228-1H R/B（154×228×26ｍm）

夏の暑い日に涼しげな和菓子はいかがでしょうか？

酢豚丼（ごはん約240ｇ）
福丸丼160H 赤木目GL
酢豚弁当（ごはん約210ｇ）
巧膳22-2H 大和（215×215×25ｍm）
10 食品容器カタログＰ.19参照

中華用シールあります !

10 食品容器カタログＰ.33参照

わらび餅
紙折 No.256 竹柄

（70×175mm）

10 複合カタログＰ.39参照

わらび餅
スクエア10 グラスブルー

（117×126×25（23）
mm）

10 食品容器カタログＰ.123参照

中華オードブル
水まんじゅう
WK-4（137×136×20（22）mm）

わらび餅
和皿4H 市松黒（107×177×21mm）

10 食品容器カタログＰ.125参照

10 食品容器カタログＰ.97参照

お盆・寿司桶特集！

シール
N-9297

くず餅
WK-扇5 木目（136×190×20（22）mm）
10 食品容器カタログＰ.125参照

アイキャッチはもちろん新角桶!

フタがしやすい、しっかり内嵌合で店頭、お持ち帰りに安心です。

ジャージャー麺
福丸丼200H 大和

中華オードブル
TR-29H 黒（110×258×35ｍm）

（368φ×33ｍm）

（中仕切）
丸桶4 中仕切 花

にぎり寿司3人前
角桶3H-SN 吉兆（294×294×33mm）

複数メニュー
で販売促進

チャーハン＆焼きそば（ごはん約180ｇ）
TR-170-2H 黒（180×240×25ｍm）

※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。

クリアで
中身が見えて
新鮮！

中華オードブル
FA-322H 黒内赤（226×226×25ｍm）

にぎり寿司4人前
新角桶410H 流華赤（248×332×33mm）

10 食品容器カタログＰ.125参照

【袋】ショウバッグEタイプNo.3（200×220（45）ｍm）
11 総合カタログＰ.29参照

麻婆豆腐弁当（ごはん約200ｇ）
RP-4-1H 黒（200×238×34ｍm）

10 食品容器カタログＰ.29参照

10 食品容器カタログＰ.21参照

中華惣菜3点セット（酢豚・肉団子・エビチリ）
【容器】WK-11E（110×108×33（20）ｍm）

10 食品容器カタログＰ.83参照

10 食品容器カタログＰ.51参照

10 食品容器カタログＰ.43参照

思わず手に
取りたくなる
取っ手

にぎり寿司3人前
角桶31H 御所黒（208×333×33mm）

（150×150×21ｍm）

麻婆豆腐

タテ型オードブルで
アイキャッチ
効果抜群 !

10 食品容器カタログＰ.88参照

角桶SN・角桶3、4、5H
く
目安線が入り、さらにお使いやす
た。
まし
なり

10 食品容器カタログＰ.31参照

酢豚
福皿15H 黒

（199φ×41ｍm）

10 食品容器カタログＰ.45参照

にぎり寿司3人前
新角桶310H 流華藍（198×333×33mm）

10 食品容器カタログＰ.85参照

担々冷麺＆チャーハン（ごはん約170ｇ）
LA-250H シルクレッド新（152×250×27ｍm）

存在感のある売り場展開を !

にぎり寿司4人前
（本 体）
丸桶4H みかげ
シール
2Ｇ-2使用

シール
N-9295

中華オードブル
TRオードブル4H-3 R/B（185×185×43ｍm）
10 食品容器カタログＰ.47参照

麻婆豆腐弁当（ごはん約210ｇ）
LA-22-3H 黒（226×226×26ｍm）
10 食品容器カタログＰ.31参照
※LA-22中蓋有穴使用

麻婆丼（ごはん約120ｇ）
TR-931H 黒（187×187×30ｍm）
10 食品容器カタログＰ.46参照
※ごはんはおおよその量で一例です。

