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消耗品編 Vol,016

ティアラプラッター 
本体 丸-50 銀

ティアラプラッター 
本体 丸-40 銀

ティアラプラッター 
本体 丸-30 銀

ティアラプラッター 
本体 丸-20 銀

ティアラプラッター 
本体 丸-10 銀

プラッター
嵌合高蓋 丸-10 

ティアラプラッター 
本体 240 銀

ティアラプラッター 
本体 250 銀

本体のみ 蓋のみ

外嵌合蓋

本体のみ 蓋のみ

外嵌合蓋

オードブル容器

ティアラプラッター 
本体 220 銀

ティアラプラッター 
本体 230 銀

プラッター
嵌合高蓋 220 

注文番号 商品名・規格 材質 ケース 最少出荷単位 備考 注文番号 商品名・規格 材質 ケース 最少出荷単位 備考

注文番号 商品名・規格 材質 ケース 最少出荷単位 備考 注文番号 商品名・規格 材質 ケース 最少出荷単位 備考

ティアラプラッター 本体 プラッター嵌合高蓋

プラッター嵌合高蓋

●規格内容…直径×高さ

●規格内容…幅×奥行×高さ

●規格内容…直径×高さ（セット時の蓋の高さ）

●規格内容…幅×奥行×高さ（セット時の蓋の高さ）

Y002011 600枚 1袋（25枚入）丸-10 銀
φ200×24mm 低発泡PSP

Y002030 600枚 1袋（25枚入）220 銀
227×227×33mm 低発泡PSP

Y013936 300枚 1袋（10枚入）240 銀
297×297×33mm 低発泡PSP

Y002023 200枚 1袋（10枚入）250 銀
344×344×33mm 低発泡PSP

Y002031 400枚 1袋（10枚入）230 銀
265×265×33mm 低発泡PSP

Y002020 100枚 1袋（10枚入）丸-50 銀
φ375×30mm 低発泡PSP

Y002014 150枚 1袋（10枚入）丸-40 銀
φ350×30mm 低発泡PSP

Y002013 200枚 1袋（10枚入）丸-30 銀
φ300×30mm 低発泡PSP

Y002012 300枚 1袋（25枚入）丸-20 銀
φ250×30mm 低発泡PSP

Y002016 600枚 1袋（25枚入）丸-10 APエコ 
φ202×46（35）mm エコAPET

Y002026 600枚 1袋（25枚入）220 APエコ 
231×231×51（40）mm エコAPET

Y002029 200枚 1袋（10枚入）250 APエコ 
348×348×52（40）mm エコAPET

Y002028 300枚 1袋（10枚入）240 APエコ 
302×302×52（40）mm エコAPET

Y002027 400枚 1袋（10枚入）230 APエコ 
269×269×51（40）mm エコAPET

Y002021 100枚 1袋（10枚入）丸-50 APエコ 
φ376×46（35）mm エコAPET

Y002019 150枚 1袋（10枚入）丸-40 APエコ 
φ351×46（35）mm エコAPET

Y002018 200枚 1袋（10枚入）丸-30 APエコ 
φ302×44（35）mm エコAPET

Y002017 300枚 1袋（25枚入）丸-20 APエコ 
φ252×44（35）mm エコAPET

クリスマス＆
お正月特集
年末年始は、クリスマスやお正月などのイベントが続きます。
しかしシーズン物の商品は、メーカーの販売数量によって欠品することも。
商品需要が高まる時期を逃さないよう、早めのご注文をおすすめします。

ティアラプラッター 本体

ボリューム感ある盛付けを可能にした、オードブル容器です。表情豊かに料理の魅力を引き立てます。
本体は保湿性、断熱性、剛性に優れたPSP素材。

豊富なラインナップから、シーンに合わせてお選び頂けます。
掲載品以外にも商品を取り揃えていますので、ぜひカタログもご覧ください。

クリ
スマスにクリ
スマスに お正月にお正月に

オードブル容器

ミニオードブルにも適した、金属光沢の美しい洋皿形容器です。 オードブル容器

注文番号 商品名・規格 材質 ケース 最少出荷単位 備考 注文番号 商品名・規格 材質 ケース 最少出荷単位 備考

DXプラッター 本体 DXプラッター 防曇蓋

DXプラッター 本体 290B＋防曇蓋290 DXプラッター 本体 390B DXプラッター 本体 470B 

●規格内容…幅×奥行×高さ ●規格内容…幅×奥行×高さ

Y002069 800枚 1袋（20枚入）290B 
285×190×18mm HIPS

Y002071 260枚 1袋（20枚入）470B 
470×330×28mm HIPS

Y002070 300枚 1袋（20枚入）390B 
390×275×25mm HIPS

Y002072 800枚 1袋（20枚入）290 
198×294×61mm OPS

Y002074 260枚 1袋（20枚入）470 
473×335×63mm OPS

Y002073 300枚 1袋（20枚入）390 
279×394×62mm OPS

本体のみ 蓋のみ

外嵌合蓋

バラ対応のみ

定番のオードブル容器セットです。各種パーティー、宴会等にご利用ください。

美しい柄をあしらった、和風オードブル容器です。

ケータリングに便利な嵌合蓋。盛り映えがするように浅めの本体となっています。

オードブル容器

オードブル容器

注文番号 商品名・規格 材質 ケース 最少出荷単位 備考

注文番号 商品名・規格 材質 ケース 最少出荷単位 備考

Z-DXセット

オードブル 透明蓋セット

Z-66 

TSO-420

Z-67 

TSO-460

Z-68 Z-71 

TSO-380

定
番

+ plusbz +             
  s

el
ec
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n

Z-DXセット Z-68 

TSO-420 本体：柄

●規格内容…直径×高さ ※蓋はセット時の高さ（全高－本体高さ）

●規格内容…幅×奥行×高さ ※蓋セット時

Y002046 280枚 1袋（10枚入）Z-71 
本体：φ280×28 蓋：φ282×32mm

本体：HIPS 
蓋：OPS

Y013489 120枚 1袋（20枚入）TSO-380 本体：柄
390×390×79mm

本体：PPF
蓋：OPS

Y013491 80枚 1袋（20枚入）TSO-460 本体：柄
469×469×83mm

本体：PPF
蓋：OPS

Y013490 100枚 1袋（20枚入）TSO-420 本体：柄
429×429×83mm

本体：PPF
蓋：OPS

Y002049 100枚 1袋（10枚入）Z-68 
本体：φ440×36 蓋：φ442×38mm

本体：HIPS 
蓋：OPS

Y002048 180枚 1袋（10枚入）Z-67 
本体：φ380×32 蓋：φ382×38mm

本体：HIPS 
蓋：OPS

Y002047 240枚 1袋（10枚入）Z-66 
本体：φ320×28 蓋：φ322×32mm

本体：HIPS 
蓋：OPS

本体・蓋セット

のせ蓋

本体・蓋セット

外嵌合蓋

オードブル容器

●規格内容…幅×奥行×高さ（セット時の蓋の高さ）

注文番号 商品名・規格 材質 ケース 最少出荷単位 備考

オードブル容器 透明蓋セット
TO-460 有田 朱TO-380 有田 朱 TO-420 有田 朱

TO-380 有田 朱 TO-460 有田 朱

Y002058 100枚 1袋（10枚入）TO-380 有田 朱
388×388×42（約52）mm

本体：HIPS 
蓋：OPS

Y002060 80枚 1袋（10枚入）TO-460 有田 朱
467×467×47（約57）mm

本体：HIPS 
蓋：OPS

Y002059 100枚 1袋（10枚入）TO-420 有田 朱
423×423×44（約54）mm

本体：HIPS 
蓋：OPS

本体・蓋セット

のせ蓋

年末年始に向けて 
早めのご注文を！



●チラシに関するお問い合わせは…

EG2011270 2020.12 s-sakama

●クオリティの高い印刷を施した透明のフィルム。ドリップや汚れ
に強く、季節感の演出、料理・盛付けのアクセントに活躍します。
●生葉に比べて安くて経済的、水洗いの必要や腐敗の心配もなく
衛生的です。

●印刷面が食品に触れない両面ラミネート加工。掛けても敷いて
も安心して使えます。

装飾フィルム

グルメシートの5つの魅力
●あざやかな緑で鮮度感アップ。
●タレやドリップ移りを防いで衛生的。
●調理直後に使え、レンジアップも安心。
●価格変動がなく、低コストで経済的。
●作業性抜群。保存が簡単で効率的。

OK！！
レンジ

●規格内容…幅×長さ

注文番号

規格

ケース

最少出荷単位

備考

グルメシート X’mas 丸 
Y003680

1,000枚
1袋（100枚入）

約80×65mm

●規格内容…幅×長さ

注文番号

規格

ケース

最少出荷単位

備考

グルメシート 寿松竹梅 丸 
Y003681

1,000枚
1袋（100枚入）

約80×80mm

●規格内容…幅×長さ

注文番号

規格

ケース

最少出荷単位

備考

グルメシート 熊笹 ヌキ 
Y003673

500枚
1袋（100枚入）

約55×190mm

●規格内容…幅×長さ

注文番号

規格

ケース

最少出荷単位

備考

グルメシート 南天 丸 
Y003679

1,000枚
1袋（100枚入）

約80×80mm

●規格内容…幅×長さ

注文番号

規格

ケース

最少出荷単位

備考

グルメシート 梅 丸 
Y003682

1,000枚
1袋（100枚入）

約60×85mm

四季折々の彩りを豊かに演出する造花。お料理のアクセントに。 造花※受注生産品のためお早目の手配をお願いします。

お祝いの席での会食等にご利用ください。
彩り豊かな水引がおもてなしの心を伝えます。

飾り串

●規格内容…【№8】幅×長さ 【№7】幅×全長（串の長さ）

注文番号 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考

尾紙
№7 楊枝付№8 小針金付

Y003743 3,000個 1箱（100個入）№8 小針金付 
87×120mm

Y003744 3,000個 1箱（100個入）№7 楊枝付 
92×135（25）mm

●規格内容…幅×長さ

注文番号 規格 ケース 最少出荷単位 備考

寿付松竹梅 小 K 

Y014703 4,000本 1袋（50本入）60×108mm

●規格内容…幅×長さ

注文番号 規格 ケース 最少出荷単位 備考

松竹梅 小 

Y014702 4,000本 1袋（50本入）60×108mm

松竹梅 小 寿付松竹梅 小 K 

鮮やかな色と見た目で新鮮度アップ！季節感の演出が可能です。 
調理直後に使えてレンジアップも安心。

クリ
スマスにクリ
スマスに お正月にお正月に

グルメシート

造花・飾り串・祝箸 お料理のアクセントとして添えることで、特別感を演出してくれます。
お正月にお正月に

チャップ花

●材質…ユポ＃250＋PP（3層） ●規格内容…幅×長さ

注文番号 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考 注文番号 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考

ピック

Y013130 ― 1袋（200枚入）D-0529 メリークリスマス（ベル）
30×38mm

Y013132 ― 1袋（200枚入）D-0531 メリークリスマス（ツリー）
30×42mm

Y013134 ― 1袋（200枚入）D-0533 メリークリスマス（サンタ）
26×42mm

Y013135 ― 1袋（200枚入）D-0534 メリークリスマス（雪だるま）
23×42mm

D-0529 メリークリスマス（ベル） D-0534 メリークリスマス（雪だるま）D-0533 メリークリスマス（サンタ）D-0531 メリークリスマス（ツリー）

ピック

電子レンジ対応のチャップ花です。

銀チャップ花

※クリスマスが近づいてくると欠品する可能性がございます。お早目の手配をお願いします。

白チャップ花 帯付金チャップ花

チャップ花

チャップ花

●規格内容…直径

●材質…OPP、紙 ●規格内容…直径×高さ

注文番号 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考

注文番号 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考

ラミチャップ花

Y003670 3,000個 1箱（100個入）銀チャップ花 
φ26mm

Y013181 3,000個 1箱（100個入）リボン 
φ27×52mm

Y013183 3,000個 1箱（100個入）クリスマス 
φ27×52mm

Y013182 3,000個 1箱（100個入）フランス 
φ27×52mm

Y013180 3,000個 1箱（100個入）イタリア 
φ27×52mm

Y003672 3,000個 1箱（100個入）白チャップ花 帯付 
φ26mm

Y003671 3,000個 1箱（100個入）金チャップ花 
φ26mm

OK！！
レンジ

●材質…PET、紙 ●規格内容…直径×高さ

注文番号 規格 ケース 最少出荷単位 備考

スーパーチャップ花 白

Y013179 3,000個 1箱（100個入）φ27×52mm

ラミチャップ花 リボン 

スーパーチャップ花 白 ラミチャップ花 クリスマス ラミチャップ花 フランス 

ラミチャップ花 イタリア 

花の部分をボリュームアップしました。

クリスマスなどイベントの演出に便利なピック。ケーキやパンにいかがですか？
クリ
スマスにクリ
スマスに

ピック

チキンに欠かせないチャップ花！より華やかな演出ができます。
クリ
スマスにクリ
スマスに

チャップ花

正月のお祝い箸など、
おめでたい祝膳に使われます。

●材質…ミズキ ●規格内容…長さ

注文番号 商品名・規格 ケース 最少出荷単位 備考

祝箸
水引金文字（5膳）紅白（10膳）

Y011817 90袋 1袋（10膳入）紅白（10膳） 
24cm

Y011795 90袋 1袋（5膳入）水引金文字（5膳） 
24cm

割箸祝箸

袋入り箸



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a00770065006230a230c330d77528ff0800440069007300740069006c006c0065007230fb0032003000300070007000694e2dff09005d002030d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


