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そば弁当

泉寿弁当

大寿弁当

京弁当

ヘギ目松花堂

長手隅切弁当

8.5 寸木目松花堂

	 	 A 大寿弁当 黒渕朱 
  1段（3ツ仕切）  ¥2,000 （37.5×13.5×6.5）
  2段（3ツ仕切+タレ付）  ¥3,150 （37.5×13.5×11.5）
 1-376-7 蓋  ¥850 （37.5×13.5×2）
 1-376-8 3ツ仕切  ¥1,150 （36.2×12.4×5.7）
 1-376-9 タレ付  ¥1,150 （36.2×12.4×5.7）

8-870-1

	 	 A 大寿弁当 溜内朱 
  1段（3ツ仕切） 	 ¥2,300 （37.5×13.5×6.5）
  2段（3ツ仕切+タレ付）  ¥3,650 （37.5×13.5×11.5）
 1-376-10 蓋 		 ¥950 （37.5×13.5×2）
 1-376-11 3ツ仕切 		 ¥1,350 （36.2×12.4×5.7）
 1-376-12 タレ付 		 ¥1,350 （36.2×12.4×5.7）

8-870-2

竹 竹ス 
（11.5 × 11.5 ㎝）1 枚 
¥380（11.5 × 11.5）

1-534-3A8-870-3
P.P P.P渕付クリーム 

竹ス11.5㎝角
¥380（11.5 × 11.5）

S-10-438-870-4

	 	 A 泉寿弁当 黒渕朱 
  1段（3ツ仕切）  ¥1,850 （32.4×11.9×6.5）
  2段（3ツ仕切+タレ付）  ¥2,900 （32.4×11.9×11.2）
 1-302-5 蓋 		 ¥800 （32.4×11.9×2）
 1-302-6 3ツ仕切 		 ¥1,050 （31.5×10.9×5.5）
 1-302-7 タレ付 		 ¥1,050 （31.5×10.9×5.5）

8-870-5

	 	 A 泉寿弁当 溜パール内朱 
  1段（3ツ仕切）		 ¥2,250 （32.4×11.9×6.5）
  2段（3ツ仕切+タレ付）		 ¥3,550 （32.4×11.9×11.2）
 1-302-9 蓋		 ¥950 （32.4×11.9×2）
 1-302-10 3ツ仕切		 ¥1,300 （31.5×10.9×5.5）
 1-302-11 タレ付		 ¥1,300 （31.5×10.9×5.5）
 1-535-9B 竹 竹ス（9×9㎝）1枚		 ¥400 （9×9）

8-870-6

	 	 A 京弁当 グリーンパールひょうたん 
  1段（仕切別）		 ¥2,550 （30×14.4×6.9）	 梱40
  2段（仕切別）		 ¥3,800 （30×14.4×12.2）	 梱20
 1-303-1 蓋 グリーンパールひょうたん		 ¥1,300 （30×14.4×2.2）	 梱100

 1-303-1A 身 グリーンパール		 ¥1,250 （29×13.4×6）	 梱60

8-870-14	 	 A 京弁当 茶パール若松 
  1段（仕切別）		 ¥2,400 （30×14.4×6.9）	 梱40
  2段（仕切別）		 ¥3,650 （30×14.4×12.2）	 梱20
 1-303-2 蓋 茶パール若松		 ¥1,150 （30×14.4×2.2）	 梱100
 1-303-2A 身 茶パール 		 ¥1,250 （29×13.4×6）	 梱60

8-870-13

	 	 A 京弁当（小）仕切 
 1-303-3 朱1ケ		 ¥500 （12.2×9.2×4.5）	 梱200
  3ヶ組		 ¥1,500

8-870-15
A 京弁当（中）仕切 朱1ケ 
¥600 
（12.3×11.1×4.5）梱150

1-303-48-870-16
A 京弁当（大）仕切 朱1ケ 
¥650 
（16.7×12.2×4.5）梱120

1-303-58-870-17
竹 隅切竹ス（11×8㎝）1枚 
¥400（11×8）

1-523-88-870-18

  A ヘギ目松花堂 黒内朱
　　 1段（2ツ仕切）		 ¥2,150 （25.5×13.6×6.8）	 梱40
  2段		 ¥3,350 （25.5×13.6×12）	 梱20
 1-287-4 蓋		 ¥950 （25.5×13.6×2）	 梱100
 1-287-5 2ツ仕切		 ¥1,200 （24.3×12.5×5.9）	 梱60

8-870-19    A ヘギ目松花堂 溜内朱
　　 1段（2ツ仕切）		 ¥2,400 （25.5×13.6×6.8）	 梱40
  2段			 ¥3,750 （25.5×13.6×12）	 梱20
 1-287-11 蓋		 ¥1,050 （25.5×13.6×2）	 梱100
 1-287-12 2ツ仕切		 ¥1,350 （24.3×12.5×5.9）	 梱60

8-870-20

竹 竹ス（11.5×11.5㎝）1枚 
¥380（11.5×11.5）

1-534-3A8-870-21
P.P P.P渕付クリーム竹ス11.5㎝角
¥380（11.5×11.5）

S-10-438-870-22
	 	 A 長手隅切弁当用
  3ツ仕切 
 1-383-3 朱1ケ	 ¥450
  （11.8×9.1×4）梱180
  3ケ組		¥1,350

8-870-25 	 	 A 長手隅切弁当用
  2ツ仕切 朱 1ヶ
 1-383-4 ¥1,100
  （27.7×11.8×3.8）梱60

8-870-26

A 8.5寸木目松花堂
黒渕朱（仕切別） 
¥1,250（26×26×6）梱40

1-245-78-870-7
A 8.5寸木目松花堂用
十字底板付 黒天朱
¥1,000（23.4×23.4×3.7）梱60

1-288-68-870-8

	 	 A 長手隅切弁当 茶パール扇面内朱

	 	 1段（仕切別）		 ¥3,350 （30.5×14.7×6.5）	 梱40
  2段（仕切別）		 ¥5,200 （30.5×14.7×11.3）	梱20
 1-383-1 蓋	茶パール扇面	 ¥1,500 （30.5×14.7×3.4）	梱100
 1-383-1A 身 茶パール		 ¥1,850 （29.5×13.5×6）	 梱60

8-870-23

竹 隅切竹ス（11×8㎝）1枚 
¥400（11×8）1-523-8

8-870-24

竹 竹ス（11.5×11.5㎝）1枚 
¥380（11.5×11.5）

1-534-3A8-870-9
P.P P.P渕付クリーム竹ス11.5㎝角
¥380（11.5×11.5）

S-10-438-870-10

A 角竹皿 溜 
¥750（11×11×1）梱200

1-329-48-870-11
竹 角皿 
¥400（11×11×2）梱300

1-335-168-870-12
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竹 竹ス（11.5×11.5㎝）1枚 
¥380（11.5×11.5）

8-869-4 1-534-3A

竹 竹ス（11.5×11.5㎝）1枚 
¥380（11.5×11.5）

8-869-7 1-534-3A

	 	 	
A 吹寄せそば弁当  
 朱に扇面（竹ス別売）
 1段（汁入付） 	 ¥3,400	
（34×14×8.3）梱40

2段	 	 	 ¥4,850	
（34×14×13.8）梱20

 1-379-5 蓋 朱扇面 		 ¥1,100	（34×14×2.3）	 梱100

 1-379-6 2ツ仕切（汁入付） 朱天黒 	 ¥2,300	（33×12.8×7.3）	 梱40

 1-379-7 3ツ仕切 朱天黒 	¥1,450	（33×12.8×5）	 梱40
  （汁入のみ） 		 ¥700	（7.4×7.4×7）

8-869-5

	 	 A 	7.5寸仕出し弁当 朱に春秋内朱
  1段（汁入付）	 ¥3,650  （22.2×13.8×8.3）	 梱40
  2段	 ¥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ツ仕切 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）	 ¥750  （7.2×7.2×6）

8-869-10 	 	 A 	7.5寸仕出し弁当 後藤塗
  1段（汁入付）	 ¥4,100  （22.2×13.8×8.3）	 梱40
  2段	 ¥5,750  （22.2×13.8×13.5）	 梱20
 1-380-18 蓋 後藤塗	 ¥1,500  （22.2×13.8×2）	梱100
 1-380-19 上段2ツ仕切 後藤塗 ¥1,650  （21.2×12.9×5.7）	梱60
 1-380-20 下段（汁入付） 後藤塗
   ¥2,600  （21.2×12.9×7.4）	梱60
   （汁入のみ朱）
  	 ¥750  （7.2×7.2×6）

8-869-12

	 	 A 	7.5寸仕出し弁当 新溜市松
  1段（汁入付）	 ¥3,850  （22.2×13.8×8.3）	 梱40
  2段	 ¥5,450  （22.2×13.8×13.5）	 梱20
 F-1-71 蓋 新溜市松	 ¥1,500  （22.2×13.8×2）	梱100
 F-1-72 上段2ツ仕切 新溜 ¥1,600  （21.2×12.9×5.7）	梱60
 F-1-73 下段（汁入付） 新溜 ¥2,350  （21.2×12.9×7.4）	梱60
   （汁入のみ 新溜）	 ¥800  （7.2×7.2×6）

8-869-11

	 	 A 尺3寸仕出し弁当
  溜内朱 
  1段（汁入付）	¥4,650
  （37.5×13.5×8.5）	 梱30

  2段 		 ¥6,000
  （37.5×13.5×13.5）	 梱20

 1-376-10 蓋 		 ¥950
  （37.5×13.5×2）

 1-376-11 3ツ仕切 		 ¥1,350
  （36.2×12.4×5.7）

 1-377-8 汁入付 		 ¥3,700
  （36.2×12.4×7.4）

   （汁入のみ 黒内朱天黒）
   ¥900
  （7.2×7.2×6）

8-869-3

	 	 A 尺3寸仕出し弁当 黒渕朱
  1段（汁入付） ¥4,100 （37.5×13.5×8.5）	梱20
  2段 		 ¥5,250 （37.5×13.5×13.5）	梱100
 1-376-7 蓋 		 ¥850 （37.5×13.5×2）	 梱60
 1-376-8 3ツ仕切 		 ¥1,150 （36.2×12.4×5.7）	 梱40
 1-377-4 汁入付 		 ¥3,250 （36.2×12.4×7.4）
   （汁入のみ 黒内朱天黒）
    ¥900 （7.2×7.2×6）

8-869-2

	 	 A 尺3寸仕出し弁当 朱にひさご内朱 
  1段（汁入付）	¥4,750 （37.5×13.5×8.5）	梱30
  2段 		 ¥6,100 （37.5×13.5×13.5）	梱20
 1-377-10 蓋 		 ¥1,300 （37.5×13.5×2）
 1-377-11 3ツ仕切 		 ¥1,350 （36.2×12.4×5.7）
 1-377-12 汁入付 		 ¥3,450 （36.2×12.4×7.4）
   （汁入のみ 黒内朱天黒）
    ¥900 （7.2×7.2×6）

8-869-1

	 	 A 吹寄せそば弁当 矢羽根（竹ス別売） 
  1段（汁入付） 	 ¥3,650	 （34×14×8.3）	梱40

  2段 		 ¥5,100	（34×14×13.8）	 梱20
 1-379-90 蓋 矢羽根 	 ¥1,150 （34×14×2.3）	 梱100
 1-379-10 2ツ仕切（汁入付）		¥2,500	（33×12.8×7.3）	 梱40
 1-379-11 3ツ仕切 		 ¥1,450	（33×12.8×5）	 梱40
  （汁入のみ） 		 ¥700	（7.4×7.4×7）

8-869-6

	 	 A 尺0寸仕出し弁当 梨地鉄仙内朱 
  1段（汁入付） 		 ¥4,150 （30×14.3×7）	 梱40
  2段 		 ¥6,000 （30×14.3×11.6）	 梱20
 1-380-6 蓋 		 ¥1,550 （30×14.3×2.2）	 梱100
 1-380-8 タレ付 		 ¥1,850 （28.6×13×6）	 梱60
 1-380-7 2ツ仕切（汁入付） 		¥2,600 （28.6×13×6）	 梱60
  （パック蓋 朱 汁入のみ）  ¥700 （8.6×8.6×4.5）
 1-523-8 竹 隅切竹ス（11×8㎝）1枚 		¥400 （11×8）

8-869-9

	 	 A 尺0寸仕出し弁当 朱に扇面内朱 
  1段（汁入付） 		 ¥3,650 （30×14.3×7）	 梱40
  2段 		 ¥5,400 （30×14.3×11.6）	 梱20
 1-380-3 蓋 		 ¥1,250 （30×14.3×2.2）	 梱100
 1-380-5 タレ付 		 ¥1,750 （28.6×13×6）	 梱60
 1-380-4 2ツ仕切（汁入付） 		¥2,400 （28.6×13×6）	 梱60
  （パック蓋 朱 汁入のみ）  ¥700 （8.6×8.6×4.5）
 1-523-8 竹 隅切竹ス（11×8㎝）1枚 		¥400 （11×8）

8-869-8

竹 竹ス
（11.5×11.5㎝）1枚 
¥380（11.5×11.5）

8-869-13 1-534-3A

P.P P.P渕付クリーム
竹ス11.5㎝角
¥380（11.5×11.5）

8-869-14 S-10-43

吹寄せそば弁当	PAT.P

尺3寸仕出し弁当

尺0寸仕出し弁当	PAT.P

7.5寸仕出し弁当

◎パック付ですので、汁物などがこぼれる心配がありません。

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/




