
 A 5寸六角弁当 
 黒布目金線内黒 
1-430-5 蓋 黒布目金線 ¥550
 （16.5×14.4×1.5）梱200

1-430-5A 身 黒布目金線 ¥900
 （16.5×14.4×5.7）梱80

 A 5寸千筋松花堂 黒内朱 
1-311-1 蓋 黒内朱 ¥750
 （15.5×15.5×1.6）	梱200

1-311-1A 身 黒内朱 ¥1,050
 （14.5×14.5×5）	 梱80

 A 5寸千筋松花堂 溜内黒塗 
1-311-2 蓋 溜内黒 ¥850
 （15.5×15.5×1.6）	梱200

1-311-2A 身 溜内黒 ¥1,150
 （14.5×14.5×5）	 梱80

	 	 A 6.5寸盛込椀 
  老松内黒塗 
 1-703-5 オヤフタ ¥3,500
  （19.8φ×13）梱40

  A 6.5寸盛込椀 
  レインボー内黒塗 
 1-702-1 オヤフタ ¥4,000
  （19.8φ×13）	梱40

  A ふる里弁当 黒刷毛目内朱 
  2段セット（仕切別） 
  ¥3,700 （19.5×19.5×12）	梱20
1-543-20 蓋
  ¥1,300 （19.5×19.5×2.2）	梱80
1-437-4 本体 1ケ
  ¥1,200 （18φ×5.5）	 梱60

1-435-11 A 仕切 朱
  ¥500（15.4×7.6×3）	 梱150

F-1-68 A 多用仕切 朱
  ¥500 （15.4×7.7×3.2） 梱150田吾作弁当

A ヘギ目丸重用仕切 朱 
¥300
（14×6.3×2.3）梱150

8�828�� 1-435-5

A 田吾作弁当用仕切 朱 
¥300
（14×6.3×2.3）梱150

8�828�5 1-435-5

1-435-11 F-1-68

8�828�4

  A 田吾作弁当 溜内朱 
   2段セット（仕切付） 
   ¥3,600（16.3φ×12.6）	 梱30
F-1-64 蓋 溜内朱
   ¥1,000（16.3φ×2.2）	 梱100
1-435-2 上段（浅型）オヤ 溜内朱
   ¥1,050（15.2φ×4.8）	 梱60
F-1-65 下段（深型）オヤ 溜内朱
   ¥1,250（15.2φ×6.7）	 梱60
1-435-5 仕切 朱
   ¥300（14×6.3×2.3）	 梱150

  A 田吾作弁当 黒朱ライン内朱 
  2段セット（仕切付） 
   ¥3,500 （16.3φ×12.6）	梱30
F-1-66 蓋 黒朱ライン内朱
   ¥850 （16.3φ×2.2）	 梱100
1-435-4 上段（浅型）オヤ 黒朱ライン内朱
   ¥1,050 （15.2φ×4.8）	 梱60
F-1-67 下段（深型）オヤ 黒朱ライン内朱
   ¥1,300 （15.2φ×6.7）	 梱60
1-435-5 仕切 朱
   ¥300 （14×6.3×2.3）	梱150

	 	 A 5.5寸武蔵野椀 
  黒刷毛目内朱 
1-543-19 蓋 黒天朱
  ¥1,150（17.7×17.7×2.2）	梱100
1-439-8 中段 黒刷毛目内朱
  ¥2,000（16.7φ×4.7）	 梱60

1-543-4 下段5.5寸多用ボール 内朱
  ¥2,300（16.7φ×7.3）	 梱60

	 	A 5.5寸ヘギ目丸重 黒内朱 
  2段セット（仕切付）  
  ¥3,500 （16φ×12.3）	梱30
F-1-61 蓋 黒内朱
  ¥950 （16φ×1.8）	 梱80
F-1-62 上段（浅型）オヤ 黒内朱
  ¥1,050 （15.2φ×4.7）	梱60
F-1-63 下段（深型）オヤ 黒内朱
  ¥1,200 （15.2φ×6.8）	梱40
1-435-5 仕切 朱
  ¥300 （14×6.3×2.3）	梱150

  A 5.5寸ヘギ目丸重 溜内朱 
  2段セット（仕切付） 
  ¥3,700 （16φ×12.3）	梱30
1-582-10 蓋 溜内朱
  ¥1,050 （16φ×1.8）	 梱80
1-582-11 上段（浅型）オヤ 溜内朱
  ¥1,100 （15.2φ×4.7）	梱60
1-582-10A 下段（深型）オヤ 溜内朱
  ¥1,250 （15.2φ×6.8）	梱40
1-435-5 仕切 朱
  ¥300 （14×6.3×2.3）	 梱150

M 5.5寸武蔵野椀用仕切 朱 
¥500
（14.3×6.4×2.6）梱150

1-439-9

8�828�2 8�828�3

8�828�6 8�828�7

8�828��

	8�828��� A 竹取盛器 黒 
1-494-1 本体 ¥2,250 （22.3×13.7×5）	梱60

1-494-1A 長皿 朱/黒塗  ¥900	（18×12×0.3）	 梱200

1-494-28�828���
A 竹取盛器 溜 
¥2,650（22.3×13.7×5）梱60

A 5寸千筋
松花堂用T仕切 朱 
¥700
（13.3×13.3×3）梱150

8�828��7 1-431-8

A 5寸千筋
松花堂用Y仕切 朱 
¥700
（13.3×13.3×3）梱150

8�828��8 1-431-9

A 5寸六角弁当用
T仕切 黒 
¥350 梱150

8�828��4
1-430-8

A 5寸六角弁当用
Y仕切 黒 
¥350 梱150

8�828��3
1-430-7

A 5寸六角弁当用
Y仕切 朱 
¥530 梱150

8�828�23 1-430-9
A 5寸六角弁当用
T仕切 朱 
¥530 梱150

8�828�24 1-430-10

8�828��5 8�828��6

8�828��� 8�828�2�

8�828��2

	 A 5寸六角弁当 
 溜布目内朱 
1-430-3 蓋 溜布目内朱 ¥700
 （16.7×14.4×1.5）梱200

1-430-3A 身 溜布目内朱 ¥1,100
 （16.7×14.4×5.7）梱80

8�828�22

  A 7.5寸仕出し弁当 朱に春秋 
  2段セット ¥5,100 （22.2×13.8×13.5）	梱20
 1-380-10 蓋 朱に春秋 ¥1,350 （22.2×13.8×2）	 梱100

 1-380-11 上段2ッ仕切 朱 ¥1,450 （21.2×12.9×5.7）	 梱60
 1-380-12 下段汁入付 朱 ¥2,300 （21.2×12.9×7.4）	 梱60

  （汁入のみ） 朱 ¥700 （7.2×7.2×6）

	 	 A 7.5寸仕出し弁当 
  後藤内朱 
  2段セット 
  ¥5,750
  （22.2×13.8×13.5）	梱20

 1-380-18 蓋 後藤内朱
  ¥1,500
  （22.2×13.8×2）	 梱100

 1-380-19 上段2ッ仕切 後藤内朱
  ¥1,650
  （21.2×12.9×5.7）	 梱60

 1-380-20 下段汁入付 後藤内朱
  ¥2,600
  （21.2×12.9×7.4）	 梱60
  （汁入のみ） 朱
  ¥700
  （7.2×7.2×6）

  A 竹姫弁当 溜内溜（スノ子なし） 
  セット ¥7,300 （37.3×10.3×10.5）梱20
 S-7-94 上段 ¥2,700 （36.1×10.3×5.9）
 S-7-95 下段 ¥2,800 （37.3×10.3×5.3）
 1-519-3 中子（1ヶ） ¥650 （16.3×8.8×3.4）2ヶ使用
 1-519-4 のぞき ¥500	（7.9×5.9×1.5）

		 A 天竜弁当 黒布目渕朱春秋 
  1段（汁入付） ¥4,700
  （25.6×17.7×8.6）	 梱40

  2段セット ¥6,600
  （25.6×17.7×14.7）	 梱20

 1-519-9 蓋 ¥1,650
  （25.6×17.7×2）	 梱100

 1-519-10 上段 ¥1,900
  （24.8×16.8×6.3）	 梱40

 1-519-11 下段汁入付 ¥3,050
  （24.8×16.8×7.8）	 梱40

  （汁入のみ） ¥700
  （7.4×7.4×7）

	 	 A 天竜弁当 溜布目内朱 
  1段（汁入付） ¥5,100
  （25.6×17.7×8.6）	 梱40

  2段セット ¥7,400
  （25.6×17.7×14.7）	梱20

 1-519-14 蓋 ¥1,650
  （25.6×17.7×2）	 梱100

 1-519-15 上段 ¥2,300
  （24.8×16.8×6.3）	 梱40

 1-519-16 下段汁入付 ¥3,450
  （24.8×16.8×7.8）	 梱40

  （汁入のみ） ¥700
  （7.4×7.4×7）

7.5寸仕出し弁当

竹姫弁当
PAT.P商品

錦弁当

象足長手弁当

平安弁当

九頭竜弁当

8.5寸
新布目松花堂ヘギ目松花堂

A 竹ス 1枚 
¥380（15.5×15.7）

8�827�� 1-519-17

8�827�2 8�827�3

8�827�4

8�827�5

	 	 A 竹姫弁当 グリーン（スノ子なし） 
  セット ¥7,300 （37.3×10.3×10.5）梱20
 1-519-1 上段 ¥2,700 （36.1×10.3×5.9）
 1-519-2 下段 ¥2,800 （37.3×10.3×5.3）
 1-519-3 中子（1ヶ） ¥650 （16.3×8.8×3.4）2ヶ使用
 1-519-4 のぞき ¥500 （7.9×5.9×1.5）

8�827�6

8�827�7

1-388-18�827�8
A 錦弁当 
黒千筋若竹内朱（仕切付） 
¥2,850（26×16.3×7.5）梱40 1-388-2

8�827�� A 錦弁当 梨地御所車内朱（仕切付）
¥2,950（26×16.3×7.5）梱40

1-388-4
8�827��� A 象足長手弁当 朱パール若松内朱（仕切付） 

¥4,500（30.3×14.4×7.5）梱40

1-388-38�827���
A 象足長手弁当 

金梨地萩内朱（仕切付） 
¥4,500
（30.3×14.4×7.5）梱40

1-389-1
8�827��4 A 平安弁当 朱に春秋内黒塗（仕切付） 

¥4,000（26.3×17×7.5）梱40

A ヘギ目松花堂弁当 
  溜内朱 2段  ¥3,750
	 	 （25.5×13.6×12）	 梱40

 1-287-11 蓋 溜内朱  ¥1,050
	 	 （25.5×13.6×2）	 梱100

 1-287-12 2ッ仕切 溜内朱  ¥1,350
	 	 （24.3×12.5×5.9）	梱60

 1-287-13 仕切無 溜内朱  ¥1,350
	 	 （24.3×12.5×5.9）	梱60

1-389-38�827��2
A 九頭竜弁当 
梨地ラン内朱（仕切付） 
¥3,000
（26×16.4×7.7）梱40

1-389-48�827��3
A 九頭竜弁当 

梨地御所車内朱（仕切付） 
¥3,000
（26×16.4×7.7）梱40

A 8.5寸新布目松花堂 黒渕朱
2枚仕切A･B 朱天黒（仕切付）セット ¥3,450 
 1-245-10 本体 黒渕朱（オヤ・フタ）  ¥1,700 （25.6×25.6×6.3）	梱40
1-358-3 2ッ仕切B 朱天黒 ¥900 （23.5×11.7×4）	 梱100
1-334-8 1ッ仕切A 朱天黒 ¥850 （23.4×11.7×4）	 梱100

PAT.P商品

天竜弁当 PAT.P商品

8�827��6

8�827��5

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

8�828�2� 1-424-4

8�828�8寿

司

寿

司

すし弁当 すし弁当・ちらし寿司827 828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/




