
（自動洗浄機使用の時は 80℃までの設定でお願いします。）

1-420-18��8���
TA 耐熱7寸長手固定弁当 
梨地亀甲 
¥2,200 （20.4×18×5.4） 梱60

1-420-28��8���
TA 耐熱7寸長手固定弁当 
クリームチューリップ 
¥2,400 （20.4×18×5.4） 梱60

1-420-48��8���
TA 耐熱新7寸角固定弁当 
梨地亀甲 
¥2,500 （21.2×21.2×5.6） 梱40

1-420-58��8���
TA 耐熱新7寸角固定弁当
クリームチューリップ 
¥2,650 （21.2×21.2×5.6） 梱40

1-420-38��8���
TA 耐熱8寸
長手千筋固定弁当  
梨地亀甲 
¥2,800 （24.3×19×5.9） 梱40

9寸元禄弁当が
10個入ります。

1-420-68��8���
TA 耐熱8寸角千筋固定弁当 
梨地亀甲 
¥3,300 （24.5×24.5×6） 梱40

1-420-78��8���
TA 耐熱8寸角千筋固定弁当 
梨地金箔 
¥3,400 （24.5×24.5×6） 梱40

1-420-88��8��8
TA 耐熱9寸元禄弁当 
梨地亀甲（仕切固定） 
¥2,850 （27.3×17.8×5.5） 梱40

耐熱性が有り、ヨゴレ、キズがつきにくく、艶を保ちます。
S･H塗	 表面が硬質でキズ、汚れを防止します。

クリーン塗	 塗りの密着度が大変強く、硬質でキズ、汚れを防止します。

1-421-1
8��8���� TA 耐熱行楽弁当 黒新木目一枚菊内朱

S･H 塗  仕切面 クリーン塗

¥3,900 （25×18.1×6） 梱40
1-421-2
8��8���� TA 耐熱赤坂弁当 黒新木目一枚菊内朱

S･H 塗  仕切面 クリーン塗

¥4,100 （25×25×5.8） 梱40

C-2-148��8����
TA 耐熱9寸ヘギ目松花堂 
新ツタ（身･蓋） S･H 塗

¥3,850 （27.2×21.1×6） 梱40

TA 耐熱9寸ヘギ目
松花堂用D.X仕切 
朱天黒 クリーン塗

¥1,750 （25.5×19.7×3.8）梱60

8��8���� F-2-38

C-2-138��8����
TA 耐熱8.5寸木目松花堂 
黒渕朱内黒塗（身･蓋） 
¥2,850 （26×26×6） 梱40

TA 耐熱8.5寸用懐石仕切 
朱天黒 クリーン塗

¥1,800 （23.5×23.5×4） 梱60

8��8���� F-2-37

1-421-68��8���8
TA 耐熱ニュー尺3寸木目松花堂 
黒木目ツタ（身･蓋） S･H 塗

¥7,050 （37.8×26×6.3） 梱20

C-2-158��8����
TA 耐熱尺1寸長手ヘギ目松花堂 
ツタ（身･蓋） S･H 塗

¥5,500 （31.3×26×6.8） 梱20

TA 耐熱尺1寸松花堂用
D.X仕切 朱天黒 クリーン塗

¥2,800 （29.1×23.8×3.5） 梱40

8��8���� F-2-39

A 尺3寸長手松花堂用
A仕切 黒 
¥560

8��8���� 1-262-4

※この頁の青字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

1-111-4
8��8���

P.P 特大御料理コンテナ ブラウンNo.1 
¥4,960
外寸（67.5×52.5×14.5） 
内寸（61.5×49×14）梱10

丸オードブル弁当

1-702-18��8���
A 6.5寸盛込椀 

レインボー内黒塗（仕切別） 
¥4,000 （19.8φ×13） 梱40

1-703-58��8���
A 6.5寸盛込椀 
老松内黒塗（仕切別） 
¥3,500 （19.8φ×13） 梱40

1-703-48��8���
A 6.5寸盛込椀 
鶴内黒塗（仕切別） 
¥3,300 （19.8φ×13） 梱40

A 6.5寸盛込椀 
弁当仕切朱 
¥900 （18.8φ×3.7） 梱80梱

8��8��� 1-424-4

1-424-58��8���
A 尺0寸御殿盛込椀 
老松内黒塗手描蒔絵（仕切別） 
¥9,900 （30φ×16） 梱20

1-702-48��8���
A 尺0寸盛込椀 

レインボー内黒塗（仕切別） 
¥8,500 （30φ×20） 梱20

A 尺0寸御殿盛込椀用
弁当仕切 朱 
¥2,000 （28.7φ×3.1） 梱40

8��8��� 1-424-7

1-702-58��8��8
A 尺2寸盛込椀 レインボー内黒塗（仕切別） 
¥12,500 （37φ×24.5） 梱10

1-703-98��8���
A 尺2寸盛込椀 老松内黒塗 手描蒔絵（仕切別） 
¥14,000 （37φ×24.5） 梱10

A 尺2寸盛込椀用
弁当仕切 朱 
¥2,400 （35.7φ×4.7） 梱30

8��8���� 1-424-10

W-2-588��8����
M 8寸盛込椀 朱（仕切別） 
¥5,300 （23.9φ×12.3） 梱40

W-7-168��8����
M 8寸盛込椀 金梨地つば黒（仕切別） 
¥5,400（ 23.9φ×12.3） 梱40

W-7-178��8����
M 8寸盛込椀 溜つば金（仕切別） 
¥5,600 （23.9φ×12.3） 梱40

M 8寸盛込椀用
弁当仕切 朱 
¥1,700
 （22.2φ×2.5） 梱50

8��8���� F-2-40

1-425-28��8����
A 丸オードブル弁当 
茶パール竹内朱（仕切固定） 
¥5,550 （36.5φ×7.5） 梱20

1-425-38��8����
A 丸オードブル弁当 
中華内朱（仕切固定） 
¥5,550 （36.5φ×7.5） 梱20
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耐熱弁当 お椀弁当（かわり型）・丸オードブル弁当781 782ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/

ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/




