
料理素材は水分活性が重要なポイント

〈遠赤保鮮シートの抗菌力測定（当社比）〉 〈遠赤保鮮シートの抗菌活性値〉

先細竹　天削箸（50膳入）（無塗装）
01（15560） 　         　　3,600円
約L23.5cm　　　　　　　　（1膳当り72円）
※白帯巻

子供箸（アスペン・袋入）（50膳入）
02（15539） 　         　　　800円
箸約L18cm　　　　　 　　（1膳当り16円）

紙弁当箱　外箱（50個入）
16（08883）黒　　　　4,000円（1個当り80円）　
17（08884）朱　　　　4,000円（1個当り80円）　
約27.8×18×Ｈ4cm　
※材質：紙 　※蓋の内側フィルム付
※18・19中子（別売）をセットしてご使用ください。

紙弁当箱　中子 黒 （25個入）
18（08885）Ａ　　　　3,800円（1個当り152円）　
19（08886）Ｃ　　　　3,800円（1個当り152円）　
約27.4×17.9×Ｈ3.6cm　

紙弁当ＢＯＸ （25個入）
09（08887）白　　　　4,900円（1個当り196円）　
10（08888）生成　　　4,900円（1個当り196円）　
約23.7×20×Ｈ4.2cm
※紙（パルプモールド）+内面ＰＥＴ加工
※電子レンジ対応

紙カップ用リッド （50個入）
14（08892）白　　　　1,150円（1個当り23円）　
15（08893）生成　　　1,150円（1個当り23円）　
約8.5×Ｈ2cm　　
※紙（パルプモールド）　※カップ（11~13）別売

紙カップ　コップ （50個入）
11（08889）白　　　　1,500円（1個当り30円）　
12（08890）黒　　　　1,650円（1個当り33円）　
13（08891）生成　　　1,850円（1個当り37円）　
約φ8×Ｈ9.4cm　※容量：満約260ｍl
※紙+内面ＰＥ加工　　※リッド（14・15）別売

白樺・エコスプーン（完封）（100本入）
07（08778）大　1,900円（1本当り19円） 約L14cm
08（08779）小　1,700円（1本当り17円） 約L11cm

紙のストロー 白 200本入
04（08881）完封　1,600円（1本当り8円） 
05（08880）裸　　1,500円（1本当り7.5円） 
約φ0.6×L21cm

竹・エコフォーク 小 （50本入）
06（08882） 　　　　1,050円
約L8.5cm                （1本当り21円）　

国産白樺爪楊枝（完封） 100本入 
03（38445）　  　             650円
約L6cm　　　　　　　　 （1本当り6.5円） 

■ 1ケース24本入

遠赤保鮮シート Lサイズ 
02（64902）
（ミシン目入）（100枚入）
2,600円   約38.5×24cm　　　　　　　  

遠赤保鮮シート Mサイズ 
03（64901）
（ミシン目入）（100枚入）
2,000円   約27.5×24cm　　　　  

● 優れた抗菌効果の鮮度保持専用のシートです。
● 生鮮魚介類・肉・野菜の鮮度保持と優れた抗菌効果が威力を発揮します。

■抗菌加工製品の抗菌効果は「JIS Ｚ 2801」において
   抗菌活性値が2.0以上とすると定められています。

遠赤保鮮シート
ボックスタイプ Lサイズ  
04（64910）
（ミシン目入）
（21.6m巻･90枚入）
2,600円   約38.5×24cm  

●品質表示
　材質/レーヨン、ポリオレフィン、
　ポリエステル混繊維
●食品衛生法　規格基準適合商品
● 外気にふれにくいため衛生的です。
● 引き取るだけで1シートが簡単に
　切れます。

●品質表示
　材質/レーヨン、ポリオレフィン、
　ポリエステル混繊維
●食品衛生法　規格基準適合商品

■30枚入
◆1ケース：24パック入

● 除菌効果の高いアルコール（10％程度）を
　主成分とし、竹から抽出した食品添加物を
　原料とする安全性の高い除菌ペーパー
　です。
（塩素系薬液は使用しておりません。）
● 抗菌効果が持続するため、拭き取った後、
　シートに付着した菌が、新たに拭き取る場所
　に移ることはありません。

01（67030）約23×30cm 見積

※材質：紙（パルプモールド）+
　　　　内面PET加工
※16・17外箱（別売）にセット
　してご使用ください。

在庫は都度ご確認ください。

抗菌 / 鮮度保持 /
テ イ ク ア ウ ト

熱が伝わりにくい

2重構造の紙コップ

表面は滑りにくい

エンボス加工

最上級のおもてなしに

洗練された天削箸

可愛い動物柄のおこさま用お箸

高級感のある
マット調の紙箱
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スパンレース不織布

特   長

ロールタイプ ボックスタイプ

敷く 掛ける 包む 巻く

■スパンレース不織布
● 遠赤保鮮シートは、合成樹脂繊維を高圧水流により、交絡し製造するスパン
　レース不織布で、バインダー（接着剤）を使用していない、安全性の高い素材を
　使用しています。はがれたり、破けたりする可能性の低い商品です。

■鮮度保持効果
● 生鮮魚介類・肉類・野菜類からは大量のエチレン・硫化水素が放出されます。こ
　のガスが食物の老化を促進します。遠赤保鮮シートは、老化促進ガスを効率よく
　吸着・脱臭し、生き生きとした鮮度を長時間保持します。

■抗菌効果
● 遠赤保鮮シートは、優れた抗菌効果を発揮します。雑菌が繁殖しにくい条件を作
　り出します。

■用　途
● 包む、巻く、掛ける…幅広くご使用いただけます。
● その他、冷凍、解凍用（電子レンジ解凍可）、炊飯の除湿・風味の維持、
　水切り油切り、煮物のアク取り、水道水の浄化などアイデア次第で
　多様にお使いいただけます。

■特　徴
● 魚介、肉、野菜から発生する老化促進ガス（エチレン等）を速やかに
　吸着、脱臭します。
● 肉、魚の余分なドリップを吸収し、食材の鮮度を保ちます。
● 抗菌効果で、衛生管理を容易にします。
● 水分コントロール機能が良く、食材の乾燥を防ぎ、日もち、色もち
　 します。
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0時間後1.1×10⁴ 3.9×10⁴
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18時間後5.8×106 ＜200
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04（66544）紅梅色 
850円 （1枚当り8.5円）
約10×10cm　   

05（66540）紅梅色 
1,500円 （1枚当り15円）
約15×15cm　   

06（66545）藤色
850円 （1枚当り8.5円）
約10×10cm　   

07（66541）藤色
1,500円 （1枚当り15円）
約15×15cm　   

08（66546）水色
850円 （1枚当り8.5円）
約10×10cm　   

09（66542）水色
1,500円 （1枚当り15円）
約15×15cm　   

10（66547）若草色
850円 （1枚当り8.5円）
約10×10cm　   

11（66543）若草色
1,500円 （1枚当り15円）
約15×15cm　   

01（66537）白色　　   　700円（1枚当り7円）　約10×10ｃｍ　 　　　  
02（66538）白色　　   1,200円（1枚当り12円） 約15×15ｃｍ　 　　　  
03（66539）白色　　   2,000円（1枚当り20円） 約20×20ｃｍ　 　　　  

12（66549）紅梅色   　900円
約10×10ｃｍ　 　　   （1枚当り9円）

13（66554）紅梅色   1,600円
約15×15ｃｍ　 　    （1枚当り16円）

14（66550）藤色   　　900円
約10×10ｃｍ　 　　   （1枚当り9円）

15（66555）藤色  　 1,600円
約15×15ｃｍ　 　    （1枚当り16円）

16（66551）水色   　　900円
約10×10ｃｍ　 　　   （1枚当り9円）

17（66556）水色   　1,600円
約15×15ｃｍ　 　    （1枚当り16円）

18（66552）若草色   　900円
約10×10ｃｍ　 　　   （1枚当り9円）

19（66557）若草色   1,600円
約15×15ｃｍ　 　    （1枚当り16円）

20（66548）白色   　　800円
約10×10ｃｍ　 　　   （1枚当り8円）

21（66553）白色　　1,400円
約15×15ｃｍ　 　    （1枚当り14円）

■100枚入
● 金銀箔入りの薄口無蛍光和紙をPPフィルム
　と貼り合わせています。
●カラーのOPおもてなし懐敷は、抄紙の後に
　雲竜和紙を色付けしております。ロットに
　より多少色味が異なります。）
● OPフィルム面（光沢のある面）に直接お料理
　を盛りつけてご使用いただけます。
　（裏面に直接盛りつけることはできません。）

■100枚入
● OPフィルム面（光沢のある面）に
   直接お料理を盛りつけてご使用い
　ただけます。
　（裏面に直接盛りつけることはでき
　ません。）

■100枚入
● カラーの雲竜懐敷は、雲竜和紙に
　印刷を施しております。ロットにより
　多少色味が異なります。
● 両面直接お料理を盛りつけてご使
    用いただけます。
　（抗菌効果は表（光沢面）のみ）

03（66669）紅梅色 
900円 （1枚当り9円）
約10×10cm　   

04（66674）紅梅色 
1,600円 （1枚当り16円）
約15×15cm　   

01（66668）白色 
750円 （1枚当り7.5円）
約10×10cm　   

02（66673）白色 
1,300円 （1枚当り13円）
約15×15cm　   

05（66670）藤色
900円 （1枚当り9円）
約10×10cm　   

06（66675）藤色
1,600円 （1枚当り16円）
約15×15cm　   

07（66671）水色
900円 （1枚当り9円）
約10×10cm　   

08（66676）水色
1,600円 （1枚当り16円）
約15×15cm　   

09（66672）若草色
900円 （1枚当り9円）
約10×10cm　   

10（66677）若草色
1,600円 （1枚当り16円）
約15×15cm　   

■100枚入
● 市松和紙を透明のPPフィルムと
　貼り合わせています。
● OPフィルム面（光沢のある面）に直
　接お料理を盛りつけてご使用いただ
　けます。
　（裏面に直接盛りつけることはでき
   ません。）

■100枚入
● 市松和紙に印刷を施し透明のPP・
　 PEフィルムと貼り合わせています。
　ロットにより多少色味が異なります。
● 両面に直接お料理を盛りつけてご
　 使用いただけます。
　（抗菌効果は表（光沢面）のみ）

OPおもてなし懐敷

抗菌 PPラミネート加工

OP雲竜懐敷〈白〉

抗菌 PPラミネート加工

OP雲竜懐敷〈カラー〉

抗菌 （PP/PE）ラミネート加工

抗菌面

PP（ポリプロピレン）

PE（ポリエチレン）
雲竜和紙

PP面抗菌

抗菌面

抗菌面

PP（ポリプロピレン）
雲竜和紙

片 面

PP（ポリプロピレン）
雲竜和紙

両 面 PP面抗菌

PP面抗菌片 面
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OP市松懐敷〈白〉

抗菌 PPラミネート加工

OP市松懐敷〈カラー〉

抗菌 （PP/PE）ラミネート加工

表面：光沢 裏面：（白色）和紙
　　（カラー）マット

抗菌面

PP（ポリプロピレン）

PE（ポリエチレン）
市松和紙

PP面抗菌
抗菌面

PP（ポリプロピレン）
市松和紙

片 面

両 面 PP面抗菌
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●透明なPPフィルムのカットシートです。　
●直接お料理を盛り付けてご使用いただけます。

OPクリアシート・普及タイプ（無地）
11（65248）4寸・500枚入　　 1,000円
約12×12cm　　　　　　　   　 （1枚当り2円）

12（65249）5寸・500枚入　　 1,500円
約15×15cm　　　　　　          （1枚当り3円）

OPクリアシート・抗菌タイプ（無地）
13（65363）4寸・500枚入　　 1,500円
約12×12cm　　　　　　　   　 （1枚当り3円）

14（65364）5寸・500枚入　　 2,000円
約15×15cm　　　　　　          （1枚当り4円）

15（65322）6寸・100枚入　　 1,450円
約18×18cm　　　　　　     （1枚当り14.5円）

16（65323）6.5寸・100枚入　 1,700円
約19.5×19.5cm　　　　　　   （1枚当り17円）
※15、16は100枚入です。

普
及
タ
イ
プ

抗
菌
タ
イ
プ

無地OPクリアシート

PP（ポリプロピレン）両 面

抗菌タイプ

● 付着した細菌（大腸菌など）の繁殖を抑えます。
● 抗菌効果は長時間持続しますが、一度のご使用で必ず取
　 り換えて下さい。
● 「抗菌」は「殺菌」ではありません。
　　食品の急速な殺菌・抗菌は期待しないでください。
● すでに細菌に汚染された食品に対する効果はありません。

〈抗菌力試験結果〉

■ 抗菌加工製品の抗菌効果は、「JIS Z 2801」において抗菌活性値が
　 2.0以上とすると定められています。

試験菌 初期（菌数） 24時間後（菌数） 抗菌活性値

大腸菌 5.2×105 ＜－0.20 6.2

黄色ブドウ球菌 5.1×105 ＜－0.20 4.8

15、16はお節重にも最適です。
15：お節重6.5寸に適合
16：お節重7寸に適合
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ご使用上の注意 細心の注意を払ってカットしていますが商品サイズには多少のバラツキが生じます。また、貼合せ商品のため多少のカールが発生する場合があります。2 ※上記価格は税抜き価格です。 ※上記価格は税抜き価格です。 3ご使用上の注意 細心の注意を払ってカットしていますが商品サイズには多少のバラツキが生じます。また、貼合せ商品のため多少のカールが発生する場合があります。



両 面 PET（ポリエチレンテレフタレート）
雲竜和紙（又はPET）
PET（ポリエチレンテレフタレート）

両 面 PET（ポリエチレンテレフタレート）
雲竜和紙（又はPET）
PET（ポリエチレンテレフタレート）

両 面 PET（ポリエチレンテレフタレート）
雲竜和紙（又はPET）
PET（ポリエチレンテレフタレート）

■サイズ　約7×7×H5.5cm
■200枚入
◆ 1ケース　1,600枚（200枚×8）

■サイズ　約6×6×H3.5cm
■200枚入
◆ 1ケース　1,600枚（200枚×8）

■サイズ　約7×7×H4.7cm
■200枚入
◆ 1ケース　1,600枚（200枚×8）

14（66705）白雲竜・箔なし（小）
6,500円（1枚当り32.5円）

15（66392）白雲竜（小）
6,500円（1枚当り32.5円）

16（66393）藤雲竜（小）
6,500円（1枚当り32.5円）

17（66394）水雲竜（小）
6,500円（1枚当り32.5円）

18（66395）紅梅雲竜（小）
6,500円（1枚当り32.5円）

19（66396）若草雲竜（小）
6,500円（1枚当り32.5円）

20（66397）オーロラ（小）
7,500円（1枚当り37.5円）

21（66398）双金（小）
7,500円（1枚当り37.5円）

22（66558）双銀（小）
7,000円（1枚当り35円）

01（66707）白雲竜・箔なし（ミニ）
4,200円（1枚当り21円）

02（66386）白雲竜（ミニ）
4,200円（1枚当り21円）

03（66387）藤雲竜（ミニ）
4,200円（1枚当り21円）

04（66388）水雲竜（ミニ）
4,200円（1枚当り21円）

05（66389）紅梅雲竜（ミニ）
4,200円（1枚当り21円）

10（66706）白雲竜・箔なし（小B）
4,800円（1枚当り24円）

12（66647）紅梅雲竜（小B）
4,800円（1枚当り24円）

13（66648）双金（小B）
5,200円（1枚当り26円）

11（66646）白雲竜（小B）
4,800円（1枚当り24円）

06（66390）若草雲竜（ミニ）
4,200円（1枚当り21円）

07（66391）オーロラ（ミニ）
4,800円（1枚当り24円）

08（66408）双金（ミニ）
4,800円（1枚当り24円）

09（66559）双銀（ミニ）
4,500円（1枚当り22.5円）

両面ＯＰ珍味入〈小〉

両面ＰＥＴ 貼合せ プレス加工
7cm

5.5cm

4.7cm

両面ＯＰ珍味入〈ミニ〉

両面ＰＥＴ 貼合せ プレス加工

両面ＯＰ珍味入〈小Ｂ〉

両面ＰＥＴ 貼合せ プレス加工

6cm

3.5cm

4.5cm

７ｃｍ

４．７ｃｍ

4．7ｃｍ

●お節重に最適な高さです。
（両面OP珍味入（小）の
  低いタイプです。）

08（64943）

09（64944）

10（64945）

11（64946）

12（64947）

5F

藤

桃 

黄

白 

白雲竜柄

2,000円（1枚当り4円）

2,200円（1枚当り4.4円）

フィルムケース（500枚入）

14（64794）

15（64743）

16（64742）

17（64744）

18（64741）

19（64740）

20（64786）

21（64795）

22（64748）

23（64747）

24（64749）

25（64746）

26（64745）

27（64787）

28（64796）

29（64738）

30（64737）

31（64739）

32（64736）

33（64735）

34（64788）

5F

4F

6F

7F

約底φ3.5×H2cm

約底φ4×H2.5cm

約底φ4.5×H2.7cm

レタス色

07（64942） レタス色

13（64755） 金

藤

桃 

黄

白 

白雲竜柄

金

レタス色

藤

桃

黄

白 

白雲竜柄

金

レタス色

藤

桃

黄

白

白雲竜柄

金

2,100円（1枚当り4.2円）

約底φ2.5×H2cm

2,200円（1枚当り4.4円）

2,200円（1枚当り4.4円）

2,300円（1枚当り4.6円）

2,750円（1枚当り5.5円）

2,500円（1枚当り5円）

3,700円（1枚当り7.4円）

電子レンジ対応（金を除く）

■500枚入
● 表示寸法は底径×高さです。
● 重ねてプレス加工をするため、寸法にバラ
　ツキがあります。
● 両面をPETでラミネートしており、安心し
　てご使用いただけます。

両 面

電子レンジ対応

■500枚入
● 表示寸法は底径×高さです。
● 重ねてプレス加工をするため、寸法にバラ
　ツキがあります。
● 両面をPＰでラミネートしており、安心し
　てご使用いただけます。

両 面

02（66712） 赤もみじ
2,800円（1枚当り5.6円）

抗菌フィルムケース（500枚入）

5F
01（66709） 青もみじ

約底φ3.5×H2cm

04（66713） 赤もみじ
3,200円（1枚当り6.4円）6F

03（66710）

05（66711）

青もみじ

青もみじ

約底φ4×H2.5cm

06（66714） 赤もみじ
3,500円（1枚当り7円）7F 約底φ4.5×H2.7cm

フィルムケース(普及タイプ）

抗菌フィルムケース

抗菌

機能
シート

お

いしさ新鮮

風

味生き生

き

両
面
と
も
に
抗
菌
効
果
が
あ
り
、

よ
り
安
心
し
て
ご
使
用

い
た
だ
け
ま
す
。

〈抗菌力試験結果〉

■ 抗菌加工製品の抗菌効果は、「JIS Z 2801」において抗菌活性値が
　 2.0以上とすると定められています。

試験菌 初期（菌数） 24時間後（菌数） 抗菌活性値

大腸菌 5.2×105 ＜－0.20 6.2

黄色ブドウ球菌 5.1×105 ＜－0.20 4.8

ご使用上の注意 「金」についてはアルミを含むため、電子レンジでの使用はできません。また金属探知機に反応する場合がございます。

7F6F

5F4F

レタス色 藤 桃 黄

白 白雲竜柄 金

01

02

03 05

04 06

4 ※上記価格は税抜き価格です。 5※上記価格は税抜き価格です。ご使用上の注意 紙鍋ではありません。絶対に火にかけたり近づけたりしないようにしてご使用ください。



経木容器　舟皿（100枚入）
07（23904）小・浅型 　　820円（1枚当り8.2円）　約6×4.5×H2cm
08（23905）小・深型 　　900円（1枚当り9円）　   約6×5×H2.7cm
09（23906）3.5寸 　　　980円（1枚当り9.8円）　約9×5.5×H3cm
10（23907）4.5寸 　　1,050円（1枚当り10.5円） 約12×7×H3.5cm
※材質：松　※水につけてのご使用や、蒸し物へのご使用はお避けください。

経木容器　舟皿（100枚入）　
13（23926）5寸 　　1,250円（1枚当り12.5円）　約14×8.5×H3.5cm
14（23927）6寸 　　1,650円（1枚当り16.5円）　約17×9×H3.8cm
15（23928）7寸 　　2,050円（1枚当り20.5円）　約19×10×H4.5cm
16（23929）8寸 　　2,500円（1枚当り25円）　   約22×11.5×H4.8cm
17（23937）9寸 　　3,300円（1枚当り33円）　   約25×12.5×H5.5cm
※材質：松　※水につけてのご使用や、蒸し物へのご使用はお避けください。

経木セイロ（エゾ松） 丸型
18（24032）小 　　約φ10×H5cm　　＊1c/s=200入
19（24031）中 　　約φ12.8×H5cm　＊1c/s=120入
20（24030）大 　　約φ14.2×H5cm　＊1c/s=120入

経木ワッパ　丸

22（22565）小 　　140円　約φ5.4×H4.3cm　
21（22569）特小 　　70円  約φ3.4×H3cm　

23（22566）中 　　185円　約φ7.5×H4.7cm

24（22567）大 　　220円　約φ8.5×H4.8cm
25（22568）平　　 240円　約φ9.7×H3.5cm
※材質：松

経木容器　角皿（100枚入）
03（23900）特小 　2,200円（1枚当り22円）　約4×4×H1.5cm
04（23901）小 　　2,600円（1枚当り26円）　約6×6×H2.3cm
05（23902）中 　　3,200円（1枚当り32円）　約8×8×H2.5cm
06（23903）大 　　3,900円（1枚当り39円）　約10×10×H3.5cm
※材質：松　※水につけてのご使用や、蒸し物へのご使用はお避けください。

経木容器　丸型（100枚入）
01（23911）浅　       　        2,500円
約φ5（4.5）×H2cm　　　　   （1枚当り25円）    　　      　      

02（23912）中　      　　  　  3,500円
約φ5.5（4.5）×H3.2cm          （1枚当り35円） 　　           　         

※材質：松  
※水につけてのご使用や、蒸し物へのご使用は
   お避けください。    

受注 見積

経木容器　舟皿（スリム）100枚入
11（23943）9寸                                              2,300円
約25.5×6.5×H3cm                                                    （1枚当り23円）

12（23944）尺0　                                          3,200円
約29×8.5×H3.3cm                                                   （1枚当り32円）
※材質：松　※水につけてのご使用や、蒸し物へのご使用はお避けください。

チェリー串（20本入）
31（21554）赤               　　　　　  480円
約L5cm                                       （1本当り24円）
　　　　　　32（21555）緑                                480円
約L5cm                                       （1本当り24円）
　　　　　　

南天松葉串　青　50本入
33（21610）5.5cm　1,100円（1本当り22円）約L5.5cm　　　　　                        
34（21611）8cm　　1,100円（1本当り22円）約L8cm　　　　　　
南天松葉串　茶　50本入
35（21612）5.5cm　1,100円（1本当り22円）約L5.5cm
　　　　　36（21613）8cm　　1,100円（1本当り22円） 約L8cm
　　　　　　

ビーズ串 5cm　50本入　約L5cm
26（21614）赤　 　　  830円（1本当り16.6円）
27（21615）青　 　　  830円（1本当り16.6円）
28（21616）桃　 　　  830円（1本当り16.6円）
29（21617）クリア　　830円（1本当り16.6円）
30（21618）緑　 　　  830円（1本当り16.6円）

【注意】 演出小物を食品に直接飾る場合、ピック部・ラミネート部を除き、OPクリアシート類を敷いてご使用ください。

華ゴム房（二重片花結び）（50本入り）
05（27540）小豆 　2,000円（1本当り40円）
06（27542）薄茶 　2,000円（1本当り40円）
07（27541）橙　 　2,000円（1本当り40円）
08（27543）浅黄 　2,000円（1本当り40円）

09（27544）ねず 　2,000円（1本当り40円）
10（27545）藤　 　2,000円（1本当り40円）
11（27546）抹茶 　2,000円（1本当り40円）
12（27547）若草 　2,000円（1本当り40円）

折径約11cm

新すだれ弁当 無地
03（38558）大 　360円　約22.8×11.7×H5.5cm
04（38559）小 　300円　約22.8×7.8×H5.2cm

すだれ弁当
01（38547）大 　460円　約22.8×12×H5.5cm
02（38548）小 　360円　約22.8×8.1×H5.2cm

すだれ弁当ミニ
13（38637）　　　　310円  
約14×7.5×Ｈ5.5cm
内寸約11×7×Ｈ5cm

新すだれ弁当 無地ミニ
14（38636）　　　　300円  
約14×8×Ｈ6.2cm
内寸約11×7×Ｈ5cm

※無地ミニは、ガーゼは貼って
　おりません。

竹皮貼容器

18（22111）S 　　 440円　約15×10×H4.5cm
17（38638）ミニ　 430円　約11.8×7.8×Ｈ5cm

19（22112）1合 　 470円　約18×12×H4.5cm
20（22113）1.5合　570円　約21×13×H4.5cm
21（22114）2合　　620円　約23×15×H4.5cm
22（22115）3合　　800円　約27×18×H4.5cm

竹皮弁当箱（蓋付）
15（22154）小 　340円　約17×10×H5cm
16（22153）大 　360円　約18×12×H5cm
※ロットにより渕巻紐が濃緑色になることがあります。

※ すだれ弁当・新すだれ弁当の内寸は、（大）約21.7×11.3×
　H4.2~5.3cm/（小）約21.7×7.5×H4~5cmです。

※ 新すだれ弁当の内側は、ガーゼを貼り付け補強をしております。
    食品はパッケージ入りや包装した状態でご利用ください。
    食材を直接包装することはお避けください。

串ものに適したスリム型

経 木 容 器 す だ れ 弁 当
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6 ※上記価格は税抜き価格です。 ※上記価格は税抜き価格です。 7
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