
P.P №4コンテナ ブラウン  
¥2,900 （外寸：68×40×13.5・
内寸：63.7×36.3×12.4）梱10

9-1-18-797-1
TA C-7 アクティブ弁当

梨地内黒  
¥3,300 

（30.3×27.3×5.8）

9-1-28-797-2
TA C-7 アクティブ弁当

ブルーパール内黒  
¥3,300 

（30.3×27.3×5.8）

9-1-38-797-3
TA C-7 アクティブ弁当

ワイン内黒  
¥3,300 

（30.3×27.3×5.8）

C-7・C-6 アクティブ弁当が4ヶ入ります。

1-111-38-797-4

本体と中仕切が完全分離。仕切をメニューに合わせて
組合せ、様々なバリエーションが選べます。加えて白中
仕切は電子レンジ対応。冷蔵・チルド等で保管、配達
後、食品に応じて仕切の再加熱を行えば、理想的な適
温サービスをご提供できます。
在宅配食サービス等幅広い用途にご利用下さい。

Aセット
Bセット Cセット

Dセット Eセット Fセット

9-3-18-797-16
TA C-6 アクティブ弁当
梨地内黒  
¥3,100（30.1×23.5×5.8）

9-3-2

9-3-3

8-797-17
TA C-6 アクティブ弁当

ブルーパール内黒  
¥3,100（30.1×23.5×5.8）

8-797-18
TA C-6 アクティブ弁当
朱内黒  
¥3,100（30.1×23.5×5.8）

C-7 アクティブ弁当 セットパターン（白仕切は電子レンジ対応）

C-6 アクティブ弁当 セットパターン
（白仕切は電子レンジ対応）

8-797-5 仕切Aセット 
（②×2・③×2・④×1）  

¥2,120

8-797-6 仕切Bセット 
（③×3・⑤×1）  

¥1,950

8-797-7 仕切Cセット 
（①×2・②×2・③×1・④×1）  
¥2,390

8-797-8 仕切Dセット 
（②×2・③×2・④×1）  

¥2,120

8-797-9 仕切Eセット 
（②×1・③×2・⑥×1）  

¥1,960

8-797-10 仕切Fセット 
（①×2・③×2・⑤×1）  

¥2,220

8-797-11 仕切Lセット 
（①×2・③×1・④×2）  

¥2,130

8-797-12 仕切Mセット 
（③×2・④×2）  

¥1,860

8-797-19
仕切Qセット 
⑨×2・③×3  
¥2,070

8-797-20
仕切Sセット 
⑨×2・②×1・③×1・④×1  
¥2,020

8-797-21
仕切Tセット 
②×1・③×2・④×1  
¥1,750

8-797-22
仕切Uセット 
⑨×4・③×2  
¥2,340

 8-797-15 TA C-7・C-6 アクティブ弁当用仕切 イエロー・ブルー
 9-2-17 №1  ¥560 （10.5×6.6×3.8）
 9-2-18 №2  ¥600 （13.3×6.6×3.8）
 9-2-19 №3  ¥700 （13.3×10.5×3.8）
 9-2-20 №4  ¥760 （13.3×13.3×3.8）
 9-2-21 №5  ¥920 （16.1×13.3×3.8）
 9-2-22 №6 ¥1,050 （20×13.3×3.8）
 9-2-23 №7  ¥480 （6.6×5.2×3.8）
 9-2-24 №8  ¥500 （6.6×6.6×3.8）
 9-2-27 №9  ¥560 （9.7×6.6×3.8）

※色をご指定下さい

 8-797-13 P.P C-7・C-6 アクティブ弁当用仕切 白 
 9-2-10 №1 ¥360 （10.5×6.6×3.8）
 9-2-20 №2 ¥370 （13.3×6.6×3.8）
 9-2-30 №3 ¥450 （13.3×10.5×3.8）
 9-2-40 №4 ¥480 （13.3×13.3×3.8）
 9-2-50 №5 ¥600 （16.1×13.3×3.8）
 9-2-60 №6 ¥690 （20×13.3×3.8）
 9-2-70 №7 ¥280 （6.6×5.2×3.8）
 9-2-80 №8 ¥300 （6.6×6.6×3.8）
 9-2-25 №9 ¥360 （9.7×6.6×3.8）

※白仕切は電子レンジ対応

 8-797-14 TA C-7・C-6 アクティブ弁当用仕切 朱・グリーン 
 9-2-90 №1  ¥560 （10.5×6.6×3.8）
 9-2-10 №2  ¥600 （13.3×6.6×3.8）
 9-2-11 №3  ¥700 （13.3×10.5×3.8）
 9-2-12 №4  ¥760 （13.3×13.3×3.8）
 9-2-13 №5  ¥920 （16.1×13.3×3.8）
 9-2-14 №6 ¥1,050 （20×13.3×3.8）
 9-2-15 №7  ¥480 （6.6×5.2×3.8）
 9-2-16 №8  ¥500 （6.6×6.6×3.8）
 9-2-26 №9  ¥560 （9.7×6.6×3.8）

※色をご指定下さい

朱・グリーン ブルー・イエロー

① ② ③ ④

⑤ ⑥

⑦

⑧

9-3-48-798-1
TA 深型長手アクティブ弁当 
ブルーパール  
¥2,300 （28.6×12.6×6.8）

9-3-58-798-2
TA 深型長手アクティブ弁当
梨地  
¥2,300 （28.6×12.6×6.8）

9-3-68-798-3
TA 深型長手アクティブ弁当
溜パール  
¥2,300（28.6×12.6×6.8）

9-3-78-798-4
TA 浅型長手アクティブ弁当
ブルーパール  
¥2,100 （28.6×12.6×5.7）

9-3-88-798-5
TA 浅型長手アクティブ弁当
梨地  
¥2,100 （28.6×12.6×5.7）

9-3-98-798-6
TA 浅型長手アクティブ弁当
溜パール  
¥2,100（28.6×12.6×5.7）

1-942-108-798-7
P.P H-500 保温飯器・汁器（二重構造） 
バイオレット色 スクリューキャップ式  
¥1,300 （11.3φ×8.5） 容量315mℓ

1-942-118-798-8
P.P H-500 保温飯器・汁器（二重構造） 

ブラウン色 スクリューキャップ式  
¥1,300 （11.3φ×8.5） 容量315mℓ

長手アクティブ弁当 セットパターン

※浅型長手
アクティブ弁当が
10ヶ入ります。

※深型長手
アクティブ弁当が
10ヶ入ります。

8-798-9
仕切Vセット（①×2・③×1）  
¥1,170

8-798-10
仕切Wセット（③×2）  
¥900

8-798-11
仕切Xセット（①×4）  
¥1,440

8-798-12
仕切Yセット（①×3・⑦×2）
¥1,640

1-111-38-798-13
P.P №4 コンテナ ブラウン  

¥2,900（外寸68×40×13.5・
内寸63.7×36.3×12.4）梱10

1-111-78-798-14
P.P WF-300 コンテナ ブラウン  

¥3,600（外寸71.3×42×17・
内寸66.4×37.7×16）梱10

9-5-58-798-26
TA 保温宅配弁当
溜パール内朱 フタ  
¥2,800 （25.4×13.4×1.7）

9-5-78-798-27
TA 保温宅配弁当
溜パール内朱 上段  
¥4,900 （25.4×13.4×6.3）

9-5-88-798-28
TA 保温宅配弁当
溜パール内朱 下段  
¥6,300 （25.4×13.4×8.8）

9-5-68-798-32
TA 保温宅配弁当
溜パール内黒 フタ  
¥2,700 （25.4×13.4×1.7）

9-5-98-798-33
TA 保温宅配弁当
溜パール内黒 上段  
¥4,700 （25.4×13.4×6.3）

9-5-108-798-34
TA 保温宅配弁当
溜パール内黒 下段  
¥6,100 （25.4×13.4×8.8）

9-5-178-798-29
TA 保温宅配弁当 梨地内
朱 フタ
¥2,800  （25.4×13.4×1.7）

9-5-188-798-35
TA 保温宅配弁当 梨地内黒 

フタ  
¥2,700 （25.4×13.4×1.7）

9-5-198-798-30
TA 保温宅配弁当 
梨地内朱 上段  
¥4,900 （25.4×13.4×6.3）

9-5-208-798-31
TA 保温宅配弁当 
梨地内朱 下段  
¥6,300 （25.4×13.4×8.8）

9-5-218-798-36
TA 保温宅配弁当 
梨地内黒 上段  
¥4,700（25.4×13.4×6.3）

9-5-228-798-37
TA 保温宅配弁当 
梨地内黒 下段  
¥6,100（25.4×13.4×8.8）

※オヤ、フタ共に二重構造で高い保温
保冷効果を実現。
温かい食品は温かく、冷たい食品は
冷たい状態をキープして提供できます。

9-5-18-798-15
TA 保温宅配弁当 溜パール内朱 
2段（上段＋下段）セット  
¥14,000 （25.4×13.4×15.7）

9-5-28-798-16
TA 保温宅配弁当 溜パール内黒 
2段（上段＋下段）セット  
¥13,500 （25.4×13.4×15.7）

9-5-38-798-17
TA 保温宅配弁当 溜パール内朱
2段（上段2ケ）セット  
¥12,600 （25.4×13.4×13.5）

9-5-48-798-18
TA 保温宅配弁当 溜パール内黒 
2段（上段2ケ）セット  
¥12,100 （25.4×13.4×13.5）

9-5-138-798-24
TA 保温宅配弁当 梨地内朱 
2段（上段＋下段）セット  
¥14,000 （25.4×13.4×15.7）

9-5-148-798-25
TA 保温宅配弁当 梨地内黒 
2段（上段＋下段）セット  
¥13,500 （25.4×13.4×15.7）

9-5-158-798-22
TA 保温宅配弁当 梨地内朱
2段（上段2ケ）セット  
¥12,600 （25.4×13.4×13.5）

9-5-168-798-23
TA 保温宅配弁当 梨地内黒 
2段（上段2ケ）セット  
¥12,100 （25.4×13.4×13.5）

W-13-468-798-19
TA（小）割子飯椀 黒

¥530（11.4φ×6.2）梱200

W-13-478-798-20
TA（小）割子飯椀 溜内朱

¥750（11.4φ×6.2）梱200

9-4-18-798-21
P.P H-302 汁入  

¥490（10.5φ×6.5）

＊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。
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アクティブ弁当・保温宅配弁当アクティブ弁当797 798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/




