
ポリカー樹脂製は、
電子レンジで
使用できます。

仕切

1-444-18������
A（小）コアラ弁当 
¥3,000 

（13φ×14.5） 梱60

1-444-28������
A（大）コアラ弁当 
¥3,800 

（16.2φ×15.7） 梱30

1-444-38������
M 男の子弁当（仕切付） 
¥4,200 

（14.5φ×14.7） 梱40

1-444-48������
M 女の子弁当（仕切付） 
¥4,200 

（14.5φ×14.7） 梱40

1-446-1
8������ M 耐熱お子様ランチ皿 トラ 

¥4,200 （21.4×33×2.5） 梱40 1-446-2
8�����8 M 耐熱お子様ランチ皿 かたつむり 

¥4,200 （24.5×34×2.5） 梱40

1-446-3
8������ M 耐熱お子様ランチ皿 パンダ 

¥4,200 （24×35.5×2.2） 梱40 1-446-4
8������� M 耐熱お子様ランチ皿 ゾウ 

¥4,200 （23.7×31.3×2.5 ）梱40

1-446-78�������
M（小）片手コップ 
コアラ 
¥1,150

（6.5φ×7.5･190㏄）
梱200

1-446-8
8������� M 耐熱お子様ランチ皿 コアラ 

¥4,200 （23.7×31.3×2.5） 梱40

1-446-98�������
M（大）片手コップ 
イルカ 
¥1,300

（7.7φ×7.1･280㏄）
梱200

1-446-10
8������� M 耐熱お子様ランチ皿 イルカ 

¥4,200（23.7×31.3×2.5） 梱40

メラミンお子様プレート

1-445-18������
A クマちゃん弁当ファミリー 
¥2,800 （21×18×5.8） 梱40

1-445-28������
A 長手コアラ弁当 
¥3,750 （21×18×5.8） 梱40

1-447-8
8������� イルカ スプーン 

¥400 
（3.2×13.8） 梱300

1-447-9
8������8 イルカ フォーク 

¥400 
（2.3×13.8） 梱300

1-447-10
8������� パンダ スプーン 

¥400 
（3.2×13.8） 梱300

1-447-11
8������� パンダ フォーク 

¥400 
（2.3×13.8） 梱300

1-447-12
8������� ゾウ スプーン 

¥400 
（3.2×13.8） 梱300

1-447-13
8������� ゾウ フォーク 

¥400 
（2.3×13.8） 梱300

1-447-14
8������� コアラ スプーン 

¥400 
（3.2×13.8） 梱300

1-447-15
8������� コアラ フォーク 

¥400 
（2.3×13.8） 梱300

＊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。 ＊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。

シトロエンランチ皿
汽車ランチ皿

F-3-738������
A シトロエンランチ皿 レッド 
¥6,400 （29×16.8×7.5） 梱30

F-3-748������
A シトロエンランチ皿 ブルー 
¥6,400 （29×16.8×7.5） 梱30

F-3-498������
A シトロエンランチ皿 オレンジ 
¥6,400 （29×16.8×7.5） 梱30

F-3-508������
A シトロエンランチ皿 水色 
¥6,400 （29×16.8×7.5） 梱30

F-3-518������
A シトロエンランチ皿 ピンク 
¥6,400 （29×16.8×7.5） 梱30

F-3-528������
A シトロエンランチ皿 グリーン 
¥6,400 （29×16.8×7.5） 梱30

F-3-538������
A シトロエンランチ皿 イエロー 
¥6,400 （29×16.8×7.5） 梱30

トレーは取り外せるので
洗うのはトレーだけ、
本体は拭くだけでOKです。

※トレーのみメラミン製です。

食器洗いも簡単便利!

F-3-548�����8
A D-51汽車ランチ皿 ブラック 
¥7,350 （30×15×8.3） 梱30

F-3-558������
A D-51汽車ランチ皿 レッド 
¥7,350 （30×15×8.3） 梱30

F-2-99

F-4-48

8�������

8������8

A ニュー新幹線お子様ランチ皿 ブルー（三ツ仕切付）
¥6,400 （37.5×14×8.5） 梱30

A ニュー新幹線お子様ランチ皿 ブルー（二ツ仕切付）
¥6,400 （37.5×14×8.5） 梱30

F-3-1

F-4-49

8�������

8�������

A ニュー新幹線お子様ランチ皿 アイボリー（三ツ仕切付）
¥6,400 （37.5×14×8.5） 梱30

A ニュー新幹線お子様ランチ皿 アイボリー（二ツ仕切付）
¥6,400 （37.5×14×8.5） 梱30

F-3-2

F-4-47

8�������

8�������

A ニュー新幹線お子様ランチ皿 シルバー（三ツ仕切付）
¥6,400 （37.5×14×8.5） 梱30

A ニュー新幹線お子様ランチ皿 シルバー（二ツ仕切付）
¥6,400 （37.5×14×8.5） 梱30

F-3-56

F-4-45

8�������

8�������

A 新幹線ランチ皿 ブルー（三ツ仕切付）
¥5,500 （36×14×7.5） 梱30

A 新幹線ランチ皿 ブルー（二ツ仕切付）
¥5,500 （36×14×7.5） 梱30

F-3-57

F-4-46

8�������

8�������

A 新幹線ランチ皿 グリーン（三ツ仕切付）
¥5,500 （36×14×7.5） 梱30

A 新幹線ランチ皿 グリーン（二ツ仕切付）
¥5,500 （36×14×7.5） 梱30

F-3-618�������
A 舟型ランチ皿 イカリ号 
¥5,450 （34.5×17.3×6.7） 梱30

F-3-608�������
A 舟型ランチ皿 スマイル号 
¥5,450 （34.5×17.3×6.7） 梱30

F-3-628�������
A ジャンボジェットランチ皿 イエロー 
¥7,850 （34×26×6.8） 梱30

のりものランチ皿 ※上部のみメラミン製です。取り外し可能

新幹線ランチ皿 食器洗いも簡単便利！
仕切のみ取り外せ、洗うことができます。

F-3-588�������
M おとぎの国小判ランチ皿 ピンク 
¥3,550 （31.7×24×2） 梱40

F-3-598�������
M おとぎの国小判ランチ皿 イエロー 
¥3,550 （31.7×24×2） 梱40

おとぎの国ランチ皿

1-447-1
8������� A ABS森の仲間プレート 

¥2,250 （33.5×27.5×2.3） 梱40

1-447-2
8������� A ABSニュー動物園プレート 

¥2,250 （33.5×27.5×2.3） 梱40

直送 商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

直送

直送 直送 直送 直送

直送 直送 直送 直送

メラミン樹脂製
三ツ仕切

ポリカー樹脂製
二ツ仕切

幕
の
内
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当
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当

お子様弁当お子様弁当・お子様プレート・スプーン・フォーク793 794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/




