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Service Network
全ての支店、営業所にショールームを常設しております。
ぜひお気軽にお立ち寄りください。 ホームページで最新情報をご覧いただけます。

三信化工株式会社

●東京支店　東京第一営業所
担当エリア：東京・長野
〒105-0004　東京都港区新橋2-12-11　新橋27MTビル
☎ 03（3539）3414　 FAX  03（3539）3416　

●東京支店　東京第二営業所
担当エリア：神奈川・山梨・静岡（浜松市、湖西市以外）
〒105-0004　東京都港区新橋2-12-11　新橋27MTビル
☎ 03（3539）3480　 FAX  03（3539）3428

●大阪支店
担当エリア： 滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫・鳥取・岡山・島根
　　　　　　広島・香川・徳島・高知・愛媛
〒550-0012　大阪市西区立売堀1-2-12　本町平成ビル
☎ 06（6534）8077　 FAX  06（6534）8078

●仙台支店
担当エリア：青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
〒984-0816　仙台市若林区河原町2-11-35　
☎ 022（263）3401　 FAX  022（263）3402

●札幌営業所
担当エリア：北海道
〒003-0004　札幌市白石区東札幌四条6丁目4-12　メモリアル88ハイツ
☎ 011(846)0930　 FAX   011(846)0933

●北関東営業所
担当エリア：新潟・栃木・群馬・埼玉
〒331-0812　さいたま市北区宮原町3-306-1　第2坂本ビル
☎ 048（666）7077　 FAX  048（666）7079

●東関東営業所
担当エリア：茨城・千葉
〒286-0804　成田市長沼1558
☎ 0476（37）1113　 FAX  0476（37）1117

●名古屋営業所
担当エリア：富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重・静岡（浜松市、湖西市）
〒465-0024　名古屋市名東区本郷3-135　本郷インタービル
☎ 052（769）6560　 FAX  052（769）6561

●福岡営業所
担当エリア：山口・福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄
〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-12-1 アバンダント95 
☎ 092（413）3007　 FAX  092（413）3008



あんしん
4 4 4 4

を約束。おいしい
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を演出。
すべての人にとって、食事はかけがえのない時間です

ありとあらゆる食卓を鮮やかに演出する器

安心で快適な食のために、わたしたちは技術と信頼の実績でお応えします
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ご飯盛付量
（目安）に
ついて

食器の8分目まで、ご飯を盛り付けた時の目安容量（g）です。
炊き方や盛り付け方により差が出ます。
ご検討の際には、現物でご確認ください。
※蓋付きの食器は蓋をした状態で、ご飯が蓋につかない量です。

識別に一部該当しない
食器もございますので、
お問い合わせください。

●強化磁器のご注文は、小箱入数単位でお願い
します。

●　·マークは新商品の表示です。

●　·マークは数量限定品です。次回のカタログよ
り生産終了となります。

●　·マークは受注生産品です。納品の時期は最寄
りの営業所へお問い合わせください。

●本カタログの表示価格は消費税抜きの価格で
す。消費税は別途申し受けます。

●本カタログと実際の商品の色は多少異なる場合
があります。ご了承ください。

●料理写真について、一部商品でない物や、商
品を加工した物もあります。ご了承ください。

●ご使用の前に取扱説明書をお読みください。ま
た、取扱説明書は必ず保管して頂けるようお
願いいたします。新

受

品名・サイズ・
価格の表示に
ついて MB-22 KUS（黒内朱）亀甲汁椀　

 120 × 55 79 • 300ml

YS-15 AE（赤絵）深皿
 188 × 38 • 610ml (5/60)

¥510

¥1,500

品番

品番

品番

色柄記号

色柄記号

色柄名

色柄名

品名

品名 タグ※

直 径

直 径

高さ

高さ

容量（満水）

容量（満水）

価格（円/税抜）

価格（円/税抜）

小箱入数／大箱入数

価格（円/税抜） 掲載ページ

C-190 ¥440 →P.320
〈 対応フードカバー ・皿枠〉

150g

学校・幼稚園・
保育園用カタログ

【掲載商品】
E- エポカル、イージーⅡ、
ウィンサム、ポリプロウェア、
メラミンウェア、強化磁器、
SKラック＆トレイ＆アラカルト、
人と環境にやさしい取り組みと商品

組み高さ
（身と蓋を組み合わせた時の高さ表示です。）

※貼付可能なタグの種類（サイズ）の見方

タグサイズ 識別
∅30mm×H2.5mm タイプタグ
∅23mm×H3.0mm タイプタグ
∅30mm×H3.0mm タイプタグ

下記のカタログもご用意しております。

カタログの見方
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再加熱システム対応食器　

アイテムが揃い、
スチーム再加熱カート用のセットが
組めるようになりました！

ほっと倶楽部
ハイパーリヒート PES製

ほどよい蓄熱性で、再加熱による
食品のこびりつき・乾燥を軽減！

● 洗浄時に頭を悩ませるこびりつきを軽減し、現場で
の作業効率を大幅にアップします。

● 過加熱による食品の乾燥・褐変を抑えて、ふっくら
美味しく仕上がります。

1

準備時間の短縮で作業負担を軽減！

● 加熱温度は最大150℃！スチーム量の制限は無し！
　（お使いの環境によって短縮時間は前後します。）

2
耐久性に優れ、変色しない

● 150℃耐熱　● −40℃耐冷　● スチームによる変色なし
3

食品による着色の心配がない

● トマトケチャップ、カレー、ソース、生姜おろしなど、
食品による着色汚れがありません。

4
酸素系漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムが使用可能

● 定期漂白やウイルス対策として衛生的にお使いいただけます。
5

キズや汚れがつきにくく、洗浄性抜群

● 特殊なシボ加工「ラクシボ」で、料理がこびりつきにくく
ラクに洗え、キズも目立ちません。（PAT No.4683413）

● 水に沈むので浸漬洗浄が可能です。

6

60PAGE

軽く、落としても割れにくい

● 食事の召し上がりやすさと、現場の作業性に配慮し
た軽量設計です。

7

8

2021 NEW ITEM



使用食器

U-85 HNE・U-84 HNE 飯椀、U-63 SYU・U-62 SYU 汁椀、U-191 DIY・U-190 IV 角皿、
U-31 MO・U-30 MO 小鉢、U-474 AYT・U-473 AYT 茶椀蒸し、MB-927 NTK・MB-926 NTK 小鉢、
C-110 W フードカバー、CB-95 AQC フリーカップ、UPC-182N BNY マグカップ　
※トレイは参考商品です。

9
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ついに完成！ 
スチーム再加熱対応 
ハイパーリヒート飯椀！
●大・中・小の３サイズ展開で、
　幅広いニーズに対応します
●絵柄は、人気の高い「赤絵」「葉音」の
　２種類です
● PES 樹脂の寸法安定性を活かした
　密閉設計で、ふっくらとご飯を
　再加熱します

※最適な米飯の盛付容量は、ご使用の再加熱機器の特性や食品の状態によって異なりますので、実機でのご検証をおすすめします。

飯椀

（HNE）

（HNE）

新 U-89 飯椀蓋
142 × 28 ￥1,800

新 U-88 飯椀
140 × 55 78・530ml ￥2,250

（HNE）

（AE）

（HNE）

（AE）

新 U-93 飯椀蓋
152 × 28 ￥1,950

新 U-92 飯椀
150 × 55 78・630ml  ￥2,450

（HNE）

（HNE）

新 U-85 飯椀蓋
131 × 29 ￥1,650

新 U-84 飯椀
129 × 54 78・430ml ￥2,050

（AE）

（AE）

（AE）

（AE）

●赤絵（AE） ●葉
は

音
ね

（HNE）

PES樹脂の寸法安定性を活かした密閉設計。
蒸気を逃がさず、ふっくらとご飯を再加熱！

飯椀３サイズ共にセット高さ78mm。
多種多様な再加熱機器に対応します！

幅広で安定感のある糸底

使用食器 U-93 HNE・U-92 HNE 飯椀、U-89 AE・U-88 AE 飯椀、U-85 HNE・U-84 HNE 飯椀

235g 200g 160g

10
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スチーム再加熱対応 
ハイパーリヒート汁椀誕生！
●汁のこぼれ防止に配慮したデザインです
●強度、耐久性に優れ、破損や樹脂劣化に

よるランニングコストを軽減します

使用食器 U-63 T・U-62 T 汁椀、U-63 SYU・U-62 SYU 汁椀

使用食器 U-41 AOI・U-40 IV 角小鉢、U-35 HKM・U-34 IV 小鉢、U-31 HNE・U-30 IV 小鉢

汁椀

●溜（T）  ●朱（SYU）

●赤絵（AE） ●葵（AOI） ●刷毛目（HKM） 
●葉

は
音
ね

（HNE） ●アイボリー（IV） ●溜（T） 
●メロンオレンジ（MO）
●ライムイエロー（LMY）

寸 法 安 定 性 に 優
れ、蓋がぴったり
フィット。運搬時
の汁のこぼれを防
止します。

幅広で安定感のある糸底

（T）

（T）

新 U-63 汁椀蓋
96 × 24 ￥900

新 U-62 汁椀
106 × 61 73・310ml ￥1,500

新 U-35 小鉢蓋
115 × 20 
￥1,380（AE ／ AOI ／ HKM ／ HNE）
￥1,060（T ／ MO ／ LMY）

新 U-34 小鉢
113 × 49 64・310ml ￥1,430

（SYU）

（SYU）

大きいサイズの小鉢誕生！
●3 つの大きさが揃い
　様々な副菜メニューに
　対応します

小鉢

（AE） （AOI）

（T）

（T）

（HKM）

（MO）

（MO）

（LMY）

（LMY）

（HNE）

セット高さ73ｍｍ。
多種多様な再加熱機
器に対応します！

：身と蓋を組み合わせた時の高さ表示です。 ：ご飯を盛り付けた時の目安容量（g）です。炊き方や盛り付け方により差が出ますので現物でご確認ください。

2020年11月
発売予定

2020年11月
発売予定

（IV） （IV） （IV） （IV）
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メラミンウェア

和の風合いと洋の華やかさを兼ね備えた
スタンダード食器
連続する柄はリズム感を生み、トレイメイクを楽しく華や
かにします。
モダンな柄でありながら和の風合いをもち、和食・洋食・
中華どんなお料理にも使用できます。

奏（かなで）KNA

どんなメニューでも使える
● 和食・洋食・中華など、様々なお料理に合うよう仕

上げました。

1

みんなで使える

● こどもから高齢者まで、世代を選ばずお使いいただけ
るデザインです。

2

多用途な食器

● 病院・高齢者施設の多岐にわたる食事量やメニュー
を想定して作られた食器です。用途に合わせて、多
種類の食器を揃える必要がありません。

3

使いやすいかたちとデザイン

● 使いやすさにこだわった、深さのあるシンプルな
かたちの食器です。また、アイテムごとに絵柄の色
を変えているので、見分けやすく扱いやすいです。

4

104PAGE

使いやすい兼用蓋

＝

＝

MB-232 KNA
飯椀

MB-236 KNA
飯椀

MB-230 KNA
多用椀

MB-262 KNA
中鉢

MB-260 KNA
小鉢

MB-233 KNA
兼用蓋です。

MB-237 KNA
兼用蓋です。

2020年12月
発売予定

12
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使用食器

MS-248 KNA 深皿、MS-210 KNA 楕円皿、
MB-237 KNA ・MB-262 KNA 中鉢、
MB-276 KNA フリーカップ、
MB-272 KNA 浅鉢、PC-80 AQC コップ、
TAS-01 デザートスプーン、TAS-02 デザートフォーク　

13
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使用食器
MB-239 KNA・MB-238 KNA 多用椀、MB-237 KNA・MB-236 KNA 飯椀、
MB-233 KNA・MB-232 KNA 飯椀、MB-235 KNA・MB-234 KNA 飯椀、
MB-233 KNA・MB-230 KNA 多用椀

使用食器 MB-264 KNA 多用鉢、MB-237 KNA・MB-262 KNA 中鉢×2

定番の３サイズをご用意しました。サイズごとに絵
柄の色が異なるので、見分けやすく扱いやすいです。

ご飯、丼や粥椀としても使える大サイズと、ハーフ
食やこども用としても使える小サイズを揃えました。

様々なお料理と相性が良く、食事量に応じて主菜にも
副菜にもお使いいただけるかたちです。

飯椀

多用椀

多用鉢・中鉢

新 MB-237 KNA 兼用蓋
133 × 35 ￥950

新 MB-236 KNA 飯椀　
130 × 68 99・530ml 
￥1,140

新 MB-233 KNA 兼用蓋
112 × 33 ￥820

新 MB-232 KNA 飯椀　
110 × 63 94・350ml 
￥950

新 MB-235 KNA 飯椀蓋
124 × 34 ￥870

新 MB-234 KNA 飯椀　
122 × 65 95・450ml 
￥1,020

新 MB-239 KNA 多用椀蓋
143 × 35 ￥1,080

新 MB-238 KNA 多用椀　
140 × 68 99・620ml 
￥1,270

新 MB-233 KNA 兼用蓋
112 × 33 ￥820

新 MB-230 KNA 多用椀　
110 × 52 81・280ml 
￥930

新 MB-237 KNA 兼用蓋
133 × 35 ￥950

新 MB-262 KNA 中鉢　
130 × 46 76・360ml ￥1,020

新 MB-264 KNA 多用鉢　
150 × 46・520ml ￥1,250

P-207　¥　420 → P.321

240g

160g

280g 125g

200g
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使用食器
C-1914 W フードカバー・MS-210 KNA 楕円皿、
C-1713 W フードカバー・MS-282 KNA なで角皿×2

深さのあるシンプルな形とメニューを選ばない絵柄で、使いやすさは抜群です。

コーディネートに変化をもたらす多用途な主菜皿です。煮物や魚料理、朝食など幅広くお使いいただけます。

他シリーズの和食器、洋食器にも合う配色に仕上げました。副菜やフルーツと相性の良いデザインです。

深皿

楕円皿・なで角皿

フリーカップ・小鉢・浅鉢

新 MS-248 KNA 深皿　
198 × 43・780ml ￥1,350

C-200　¥　470→ P.320

新 MS-246 KNA 深皿　
180 × 40・600ml ￥1,190

C-180　¥　430→ P.320

新 MS-244 KNA 深皿　
165 × 40・540ml ￥1,170

C-170　¥　430→ P.320
P-203　¥　400→ P.321

新 MS-210 KNA 楕円皿　
180 × 135 × 43・440ml 
￥1,450

新 C-1914 W フードカバー
190 × 144 × 31
￥450

新 MS-282 KNA なで角皿　
165 × 125 × 35・360ml 
￥1,240

新 C-1713 W フードカバー
174 × 134 × 34
￥450

新 MB-233 KNA 兼用蓋
112 × 33 ￥820

新 MB-260 KNA 小鉢　
110 × 44 75・260ml ￥920

新 MB-258 KNA 小鉢　
100 × 43・190ml ￥910

C-101　¥　330→ P.322

新 MB-276 KNA フリーカップ　
114 × 55・300ml ￥990

C-120　¥　340→ P.321

新 MB-272 KNA 浅鉢　
110 × 38・180ml ￥910

C-110　¥　330→ P.321

：身と蓋を組み合わせた時の高さ表示です。 ：ご飯を盛り付けた時の目安容量（g）です。炊き方や盛り付け方により差が出ますので現物でご確認ください。
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メラミンウェア

花小町 HMT
105PAGE

欧風な花柄と和の暖かみ
華やかな花柄を優しい印象にまとめました。
暖かみのある生地にちりばめられた花がそっとお料理を
映えさせます。

どんなメニューでも使える
● 和食・洋食・中華など、様々なお料理に合うよう仕

上げました。

1

みんなで使える

● こどもから高齢者まで、世代を選ばずお使いいただけ
るデザインです。

2

多用途な食器

● 病院・高齢者施設の多岐にわたる食事量やメニュー
を想定して作られた食器です。用途に合わせて、多
種類の食器を揃える必要がありません。

3

使いやすいかたちとデザイン

● 使いやすさにこだわった、深さのあるシンプルなか
たちの食器です。また、アイテムごとに絵柄を変え
ているので、見分けやすく扱いやすいです。

4

使いやすい兼用蓋

＝

＝

MB-232 HMT
飯椀

MB-236 HMT
飯椀

MB-230 HMT
多用椀

MB-262 HMT
中鉢

MB-260 HMT
小鉢

MB-233 HMT
兼用蓋です。

MB-237 HMT
兼用蓋です。

2020年12月
発売予定
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使用食器
MB-235 HMT・MB-234 HMT 飯椀、MB-801 TUS・MB-800 TUS 汁椀、
MS-282 HMT なで角皿、MS-258 HMT 小鉢、MS-272 HMT 浅鉢、
AH-225 AA アミハード箸

17
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定番の３サイズをご用意しました。サイズごとに絵柄が異なるので、見分けやすく扱いやすいです。

ご飯、丼や粥椀としても使える大サイズと、ハーフ
食やこども用としても使える小サイズを揃えました。

様々な料理と相性が良く、食事量に応じて主菜
にも副菜にもお使いいただけるかたちです。

他シリーズの和食器、洋食器にも合う配色に仕上げました。副菜やフルーツと相性の良いデザインです。

飯椀

多用椀

多用鉢・中鉢

フリーカップ・小鉢・浅鉢

新 MB-237 HMT 兼用蓋
133 × 35 ￥950

新 MB-236 HMT 飯椀　
130 × 68 99・530ml ￥1,140

新 MB-233 HMT 兼用蓋
112 × 33 ￥820

新 MB-232 HMT 飯椀　
110 × 63 94・350ml ￥950

新 MB-235 HMT 飯椀蓋
124 × 34 ￥870

新 MB-234 HMT 飯椀　
122 × 65 95・450ml ￥1,020

新 MB-239 HMT 多用椀蓋
143 × 35 ￥1,080

新 MB-238 HMT 多用椀　
140 × 68 99・620ml 
￥1,270

新 MB-233 HMT 兼用蓋
112 × 33 ￥820

新 MB-230 HMT 多用椀　
110 × 52 81・280ml 
￥930

新 MB-237 HMT 兼用蓋
133 × 35 ￥950

新 MB-262 HMT 中鉢　
130 × 46 76・360ml ￥1,020

新 MB-264 HMT 多用鉢　
150 × 46・520ml ￥1,250

P-207　¥　420 → P.321

新 MB-233 HMT 兼用蓋
112 × 33 ￥820

新 MB-260 HMT 小鉢　
110 × 44 75・260ml ￥920

新 MB-258 HMT 小鉢　
100 × 43・190ml ￥910

C-101　¥　330→ P.322

新 MB-276 HMT フリーカップ　
114 × 55・300ml ￥990

C-120　¥　340→ P.321

新 MB-272 HMT 浅鉢　
110 × 38・180ml ￥910

C-110　¥　330→ P.321

使用食器
MB-239 HMT・MB-238 HMT 多用椀、
MB-233 HMT・MB-230 HMT 多用椀×２　

240g 200g 160g

280g 125g
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深さのあるシンプルなかたちとメニューを選ばない絵柄
で、使いやすさは抜群です。

コーディネートに変化をもたらす多用途な主菜皿です。煮物や魚料理、朝食など幅広くお使いいただけます。

深皿

楕円皿・なで角皿

新 MS-248 HMT 深皿　
198 × 43・780ml ￥1,350

C-200　¥　470→ P.320

新 MS-246 HMT 深皿　
180 × 40・600ml ￥1,190

C-180　¥　430→ P.320

新 MS-244 HMT 深皿　
165 × 40・540ml ￥1,170

C-170　¥　430→ P.320
P-203　¥　400→ P.321

新 MS-210 HMT 楕円皿　
180 × 135 × 43・440ml 
￥1,450

新 MS-282 HMT なで角皿　
165 × 125 × 35・360ml 
￥1,240

使用食器 MS-248 HMT 深皿、MS-246 HMT 深皿、MS-244 HMT 深皿

使用食器 MB-237 HMT・MB-262 HMT 中鉢、MB-276 HMT フリーカップ、MB-233 HMT・MB-260 HMT 小鉢、MB-258 HMT 小鉢、MB-272 HMT 浅鉢

：身と蓋を組み合わせた時の高さ表示です。

新C-1914 W フードカバー
190 × 144 × 31
￥450

新C-1713 W フードカバー
174 × 134 × 34
￥450

：ご飯を盛り付けた時の目安容量（g）です。炊き方や盛り付け方により差が出ますので現物でご確認ください。
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ユニバーサルデザインシリーズ

摂食機能療法学のノウハウを取り入れ
「よりすくいやすく」「より食べやすく」
介護施設との共同開発で生まれた新商品です。

仕切皿・皿・小鉢
256・260PAGE

「食べる」を手助け
● 高齢者特有のお悩みを解決する手助けになる食器を

ご提案します。運動機能低下、認知機能低下によっ
て自分で食べることが難しくなってしまった方でも、
お使いいただけるよう作られています。

1

食べやすい設計

●「すくう動作」がスムーズにできるように、浅く広い
かたちで側面に「返し」がついています。フチは手を
添えて支えることを促し、お料理のこぼれ落ちを軽
減するよう傾斜がついています。また、食器底部に
はすべり止め加工が施されています。

2

人に合わせたラインナップ

● 一般的な皿や小鉢での提供はもちろん、その人の食
べ方に合わせた提供ができるよう仕切皿もご用意し
ました。

3

視認性が高く認知しやすい色・柄

●「小豆梨地」は食品の視認性が高いカラーです。
　「岐穂」は大きな３つのドットが「すくう動作」を誘導

するように、描かれています。

4
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使用食器

UMS-200R IRH 三ツ仕切皿、UPC-182N LTG マグカップ、
PPN-154 T PPスプーン、MS-41R ANJ 小鉢、MS-45R KIH 中皿、
UPC-182N BNY マグカップ、PPN-154 R PPスプーン、

（お料理…SFS-242 切り身魚型、SFS-241 ドーム型、 SFS-261 かまぼこ型）
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仕切皿　すべり止め加工付き

皿・小鉢　すべり止め加工付き

●いろは（IRH） ●岐
き

穂
ほ

（KIH） ●小
あずき

豆梨
なし

地
じ

（ANJ）

●いろは（IRH） ●岐
き

穂
ほ

（KIH）

新 UMS-200R 三ツ仕切皿
200 × 40 ￥2,800（IRH ／ KIH） ￥2,750（ANJ）

C-200　¥　470 → P.320

新 UMS-230R 三ツ仕切皿
230 × 40 ￥2,980（IRH ／ KIH） ￥2,930（ANJ）

新 MS-41R 小鉢
133 × 118 × 43・230ml 
￥2,210

C-110　¥　330→ P.321

新 MS-43R 小鉢
156 × 140 × 44・330ml 
￥2,320

P-201　¥　340 → P.321

新 MS-45R 中皿
180 × 160 × 37・380ml 
￥2,490

P-202　¥　380 → P.321

（IRH）

（IRH）

（IRH）

（KIH）

（KIH）

（IRH）

（KIH）

（KIH）

（ANJ）

（IRH）

（ANJ）

（KIH）

ユニバーサルデザインシリーズ

〈いろは（IRH）〉鮮やかな配色が、食事を優しくいろどります。

〈岐
き

穂
ほ

（KIH）〉和モダンの石調デザインで、大きな3つのドットが「すくう動作」を誘導するように描かれています。

〈小
あ ず き

豆梨
なし

地
じ

（ANJ）〉和風なあずき色と流れるような模様は、食品の視認性が高いです。
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うみのなかまたち（UMI） そらいろ（SOI）

フラッグガーランド（FLA）

すくいやすいお皿

こども食器　メラミンウェア

こども食器　強化磁器

楽しい海の中へ出発！
ワクワクするような海の中をイメージした食器で、
こどもたちの世界を広げるお手伝いをします。

あの雲、何に見える？
晴天の空、虹色のドット、何かの形に見える雲のふ
んわりと明るく優しい印象のシリーズです。

食環境を
楽しく飾る欧風食器
三角旗やヨーロッパを連想する乗り物、
建物をモチーフにした、大人っぽい、落
ち着いた配色のシリーズです。

「自分で食べたい」
気持ちを楽しくアシスト
食器のフチが内側に反り返っているた
め、こぼしにくくすくいやすいお皿です。

301PAGE 302PAGE

2020年10月
発売予定

2020年10月
発売予定

2020年10月
発売予定

2020年10月
発売予定

従来の
形状

丸くなった返しで
こぼさずすくえる

なだらかな側面で
すくいやすい

解説　すくいやすいお皿のひみつ
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スチーム再加熱カートのセット［ほっと倶楽部、他］　 セット合計 ￥16,880

●ご飯 ●★�U-85�HNE・U-84�HNE�飯椀（P.  62）  ●茶碗蒸し U-474�KNI・U-473�KNI�茶椀蒸し（P.  67） 

●すまし汁 ●★�U-63�SYU・U-62�SYU�汁椀（P.  63）  ●胡瓜と大根の梅和え C-110�W�フードカバー・MB-634�FB�小鉢（P.180）

●鯖の味噌煮 U-149�HNE・U-148�IV�楕円皿（P.  64）   ●ぶどう P-205�W�フードカバー・CB-94�AQC�フリーカップ（P.244） 
●かぼちゃの煮物 U-41�HNE・U-40�IV�角小鉢（P.  66）   ■TH-220S�U�PBT箸（P.344） 
●★�…新商品

※トレイは参考商品です。

MODEL SET ● 事業別モデルセット紹介

病　院 栄養をきちんと考えた食事は治療の一環です。
豊富なラインナップからメニューに合わせた組み合わせをお選びいただけます。

（小児 科の食器は、46・47ページをご 覧ください。）

待望の飯椀・汁椀が発売になり、
ほっと倶楽部を使ってスチーム再加熱カー
ト用のセットが組めるようになりました。
スチームカートだけでなく、多種多様な
再加熱機器に対応します。

★

★
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病
　
院

熱風再加熱カートのセット
［ほっと倶楽部、他］

セット合計 ￥8,430

●食パン（後付け）�
 MS-526�GG�パン皿（P.151）

●ポトフ
 U-71N�DIY・U-70�IV�フリーボール（P.  65）

●コールスローサラダ
 C-1111�W�フードカバー  　 　　　 
 MB-680�W�ツイストボール（P.178）

●パイナップル
 P-205�W�フードカバー 　 
 CB-87�AQB�小鉢（P.244）

●お茶
 UPF-180�W�マグカップ蓋（P.326）  
 UPC-180N�G�マグカップ（P.265）

■TH-220S�U�PBT箸（P.344）

■48SP�T�PPグリップスプーン（P.346）

熱風再加熱カートのセット
［ほっと倶楽部、他］

セット合計 ￥9,040

●夏野菜のカレー
 U-71N�STC・U-70�IV�フリーボール（P.  65）

●ターメリックライス（後付け）
 C-190�W�フードカバー�　　　
 MS-566�DL�クープ皿（P.147）

●海藻サラダ
 C-1109�W�フードカバー　  　　　　
 MB-630�MMD�リップボール（P.184）

●りんご
 C-110�W�フードカバー�　    　　　
 CB-95�AQC�フリーカップ（P.244）

●お茶
 MC-18�GG�マグカップ（P.192）

■TH-220S�ANZ�PBT箸（P.344） 
■48SP�BR�PPグリップスプーン（P.346）

熱風再加熱カートのセット
［ほっと倶楽部、他］

セット合計 ￥12,290

●ご飯（後付け）
 ONPF-170�SAK・ONPB-17�SAK�飯椀（P.  79）

●味噌汁
 ONPF-12E�BK・ONPB-12�KUS�汁椀（P.  75）

●牛肉のすき煮
 U-171N�HNE・U-170�IV�深皿（P.  65）

●大根と人参の煮物
  U-31�HNE・U-30�IV�小鉢（P.  67）

●オクラのごま和え
 P-205�W�フードカバー　　 　　　 
 CB-94�AQB�フリーカップ（P.244）

●お茶
 PC-83�NBR�湯呑（P.246）

■TH-220S�KTM�PBT塗り箸（P.345）※トレイは参考商品です。

※トレイは参考商品です。

※トレイは参考商品です。



※トレイは参考商品です。
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1日のメニューセット

昼食（洋食）メニュー［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥7,370

●パン MS-526�HNE�パン皿（P.150）

●鶏肉のトマト煮込み  MB-516�HNE・MB-515�HNE��丸鉢（P.171）

●インゲンのソテー  C-1111�W�フードカバー・MB-680�LMY�ツイストボール（P.178）

●ポテトサラダ  P-206�W�フードカバー・MB-180�NNA�サラダボール（P.174）

●キウイフルーツ  C-110�W�フードカバー・CB-95�AQC�フリーカップ（P.244）

●お茶  MC-13�HNE�湯呑（P.191）

■AH-225�V�アミハード箸（P.342）

■TAS-01�デザートスプーン（P.347）

昼食（中華）メニュー［漆器 楽（らく）とメラミンウェア、他］

セット合計 ￥11,510

●中華そば  QF-9�T・QB-9�T�多用丼（P.242）

●餅米しゅうまい 
 C-1612�W�フードカバー・MS-870�EMUT�角皿（P.166）

●胡瓜と大根のおかか和え
 P-205�W�フードカバー・MB-621�HKZ�丸小鉢（P.186）

●お茶  PC-83�NGR�湯呑（P.246）

■TH-220X�VUK�PBT塗り箸（P.345）

■Q-4�T�ノンスリップABSトレイ（P.334）

※トレイは参考商品です。 ※トレイは参考商品です。

朝食（洋食）メニュー［ほっと倶楽部とメラミンウェア、他］

セット合計 ￥9,980

●ロールパン MS-526�HNE�パン皿（P.150）

●ウィンナーソテー U-149�HNE・U-148�IV�楕円皿（P.  64）

●南瓜のポタージュ MC-83�SAK・MC-82�SKUW�スープカップ（P.189）

●ブロッコリーとカリフラワーのサラダ U-41�HNE・U-40�IV�角小鉢（P.  66）

●ヨーグルト CB-94�AQC�フリーカップ（P.244）

■TH-220X�R�PBT箸（P.344）

■38SP�R�PPグリップスプーン（P.346）

朝食（和食）メニュー［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥7,350

●ご飯 MB-897�CS・MB-896�CSUG��ライスボール（スリム）（P.137）

●味噌汁  MB-77�TUK・MB-76�TUK�汁椀（P.143）

●鰆の塩焼き  C-1411�W�フードカバー・MB-637�HKK�小判小鉢（P.181）

●小松菜と人参のお浸し  �C-1109�W�フードカバー・MB-630�VAL�リップボール（P.184）

●杏の缶詰  C-101�W�フードカバー・MB-769�UME�梅小鉢（P.187）

●お茶  UPC-182N�LTG�マグカップ（P.264）

■TH-210SN�U�PBT箸（P.344）
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※トレイは参考商品です。

夕食（和洋食）メニュー［ほっと倶楽部、他］

セット合計 ￥11,870

●ご飯 ONPF-9�HNE・ONPB-9�HNET�飯椀（P.  80）

●味噌汁 ONPF-6E�T・ONPB-6�TUK�汁椀（P.  81）

●白身魚のマヨネーズ焼き U-151�HNE・U-150�IV�楕円皿（P.  64）

●ほうれん草とえのきのお浸し U-41�MO・U-40�MO�角小鉢（P.  66）

●みかん P-205�W�フードカバー・CB-94�AQP�フリーカップ（P.244）

●お茶 PC-83�NGR�湯呑（P.246）

■TH-220S�KTS�PBT塗り箸（P.345）

※トレイは参考商品です。

※トレイは参考商品です。

夕食（中華）メニュー［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥6,890

●ご飯  MB-607�FC・MB-902�FC�飯椀（P.136）

●卵スープ MB-791�TUK・MB-790�TUK�はけ目汁椀（P.142）

●牛肉のオイスターソース炒め
 P-203�W�フードカバー・MS-766�ISN�深皿（P.153）

●もやしのナムル  C-110�W�フードカバー・M-103�Y�十草小鉢（P.178）

●大根の醤油漬け C-106�W�フードカバー・MS-532�F�深小皿（P.156）

■AH-205X�C�アミハード箸（P.343）

夕食（和食）メニュー［強化磁器、他］

セット合計 ￥13,710

●きのこの炊き込みご飯 KF-921�RIO・KB-920�RIO�飯碗（P.207）

●すまし汁 MB-7�TUS・MB-6�TUS�汁椀（P.142）

●豆腐ステーキ野菜あん P-203�Y�フードカバー・KS-846�RIO�深皿（P.213）

●胡瓜の酢の物 C-106�W�フードカバー・KB-835�RIO�丸小鉢（P.220）

●さつま芋とりんごの重ね煮 C-1010�W�フードカバー・CB-90�AQC�角小鉢（P.245）

●茶碗蒸し YF-277�GOH・YB-276�GOH�むし碗（P.227）

●お茶 KC-834�RIO�反煎茶（P.229）

■TH-220X�KUS�PBT塗り箸（P.345）　
■YB-260�KI�箸置き（P.225）

※トレイは参考商品です。

夕食（和食）メニュー［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥8,130

●ご飯  MB-609�HKK・MB-608�HKK�飯椀（P.138）

●小松菜の味噌汁  MB-791�GUK・MB-790�GUK�はけ目汁椀（P.142）

●豆腐煮込みハンバーグ
  MB-85�SAK・MB-84�WUSK�スープボール（P.170）

●白菜のお浸し  C-101�W�フードカバー・MB-769�UME�梅小鉢（P.187）

●切り干し大根の煮物
 C-1010�W�フードカバー・MB-686�EMED�四角小鉢（P.183）

●お茶 MC-13�EMUM�湯呑（P.190）

■TH-220S�KTM�PBT塗り箸（P.345）

病
　
院
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ハーフ食メニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥12,270

●卵粥  
 MB-375�HKK・MB-374�HKK�丸小鉢（P.177）

●味噌汁  
 MB-77�TUK・MB-76�TUK�汁椀（P.143）

●豆腐のそぼろあんかけ  
 C-1411�W�フードカバー     　　
 MB-637�HKK�小判小鉢（P.181）

●キャベツのゆかり和え
 C-101�W�フードカバー     　
 MB-331HKK�丸小鉢（P.183）

●煮物  
 MB-337�HKK・MB-336�HKK�角小鉢（P.179）

●流動� P-204�W�フードカバー       　　　　
 UPC-180N�CAF�マグカップ（P.265）

■PPN-56�C PPスプーン（P.269）

■Q-4�SIM�ABSトレイ（P.334）

ハーフ食メニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥5,870

●おにぎり
  MB-637�HNE�小判小鉢（P.181）

●コーンスープ  
 MC-80�SW�スープカップ（P.189）

●和風ハンバーグ&�サラダ&いんげんとしめじのソテー
 MS-879�HRT�三ツ仕切皿（P.159）

●フルーツヨーグルト  
 CB-87�AQP�小鉢（P.244）

■AH-220S�GR�アミハード箸（P.343）

■SE-330�FYE�エスタートレイ（P.331）

ハーフ食メニュー
［ほっと倶楽部、メラミンウェア、他］

セット合計 ￥10,940

●ご飯
  ONPF-15�SAK・ONPB-15�SAKT�飯椀（P.  80）

●味噌汁
  ONPF-12E�BK・ONPB-12�KUS�汁椀（P.  75）

●鰆の粕漬け焼き
  MS-763�ISN�取り皿（P.155）

●ほうれん草のごま和え
  MB-632�EMUTP�小鉢（P.185）

●蕪の浅漬け
  G-795�Y�小付（P.187）

●お茶
  PC-83�NGR�湯呑（P.246）

■TH-220X�VUS�PBT塗り箸（P.345）

■Q-4N�T�ノンスリップABSトレイ（P.334）

ハーフ食メニューのセット1
2
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※トレイは参考商品です。

※トレイは参考商品です。

嚥下調整食メニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥6,310

●うなぎの蒲焼き丼  
 MB-577�NAM・MB-576�NAM�飯椀（P.135）

●そうめんのパテ  
 C-1814�W�フードカバー��　
 MS-347�NAM�角皿（P.164）

●ナスの田楽  
 C-110�W�フードカバー��  　　
 MB-333�NAM�丸小鉢（P.174）

●すいかゼリー  
 C-106�W�フードカバー��　
 CB-88�AQC�小鉢（P.244）

●お茶 
 MC-13�NAM�湯呑（P.190）

■PPN-152�T�PPスプーン（P.269）

嚥下調整食メニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥7,980

●粥ゼリー  
 MB-785�TUK・MB-784�TUK�飯丼（P.133）

●味噌汁ゼリー  
 UMF-403�TUS・UMB-402�TUS�安定型汁椀 （P.262）

●鮭ムースの銀あんかけ  
 （SFS-132�魚型使用）�
 C-140�W�フードカバー�MS-341�F�丸深皿（P.155）

●サラダゼリー 
 （SFS-241�ドーム型、SFS-142�星型使用）�
 MB-375�EMBS・MB-374�EMBS�丸小鉢（P.177）

●オレンジゼリー  
 P-205�W�フードカバー　    　   　
 CB-94�AQC�フリーカップ（P.244）

●お茶ゼリー UPC-350�P�みまもりマグ（P.266）

■PPN-56�T�PPスプーン（P.269）

ハーフ食メニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥11,300

●ご飯
  MB-971�TKU・MB-970�TKU�飯椀（P.140）

●すまし汁
  MB-77�TUS・MB-76�TUS�汁椀（P.143）

●牛肉の柳川風
  P-207�W�フードカバー・MS-950�TKU�深皿（P.154）

●筍の土佐煮
  MB-923�AEK・MB-922�AEK�小鉢（P.184）

●白桃
  C-101W�フードカバー・MB-769�UME�梅小鉢（P.187）

■AH-220S�O�アミハード箸（P.343）

■Q-4�MOG�ノンスリップABSトレイ（P.334）

ハーフ食メニューのセット

嚥下調整食メニューのセット

1
2 病

　
院
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※トレイは参考商品です。

※トレイは参考商品です。

減塩メニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥6,290

●麦ご飯  
 MB-903�MTA・MB-902�MTUK�飯椀（P.136）

●大根の味噌汁
  MB-77�TUK・MB-76�TUK�汁椀（P.143）

●ピーマンの炒め物
 C-1111�W�フードカバー　       　　　
 MB-680�LMY�ツイストボール（P.178）

●ゆで豚の香味ソース 
 P-203�W�フードカバー�� 　
 MS-766�KMT�深皿（P.153）

●りんご 
 C-106�W�フードカバー���� 　
 CB-88�AQB�小鉢（P.244）

■AH-220S�GR�アミハード箸（P.343）

減塩メニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥7,590

●ご飯
  MB-897�CS・MB-896�CSUG��ライスボール（P.137）

●味噌汁
  ONPF-12E�T・ONPB-12�TUK�汁椀（P.  75）

●鮭の幽庵焼き
  C-1612�W�フードカバー・MS-870�EMUT�角皿（P.166）

●もずく酢
  C-106�W�フードカバー・MB-632�EMUTP�小鉢（P.185）

●キウイ
  C-1109�W�フードカバー・MB-630�MMD�リップボール（P.184）

●お茶
  MC-88�WAB�湯呑（P.191）

■TH-220S�R�PBT箸（P.344）

特別食メニューのセット

減塩メニューのセット

特別食（お祝い膳）メニュー
［強化磁器、他］

セット合計 ￥11,490

●ご飯
 YS-373�PLA�ケーキ皿（P.212）

●コーンスープ
  YB-3011�VL�スープボール（P.219）
 YS-3014�VL�パン皿（P.213）

●牛肉のデミグラスソース煮込み
 YS-377�PLA�クープ皿（P.211）

●サラダ 
 YS-372�PLA�パン皿（P.214）

●フルーツ 
 YS-371�PLA�フルーツ皿（P.215）

●紅茶  
 YC-358�PLA�兼用カップ（P.227）
  YS-356�PLA�ソーサー�（P.227）
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高級感ただよう
美しい質感の保温食器

アーカディア漆器
237 PAGE

断熱材使用の
保温食器

アーカディア
234  PAGE

着色汚れのない
保温食器

サーモスアーカディア
238  PAGE

［アーカディア、他］

セット合計 ￥18,670

●ご飯 
 BHK-5066�HNE・BHK-5006�HNEB�飯椀（P.234）

●味噌汁  
 BHK-5033�SUA・BHK-5003�SUA�汁椀（P.235）

●白身魚の野菜あんかけ 
�BHK-1899�ART・BHK-1809�ARTS�煮物椀（P.236）

●ナスとピーマンの味噌炒め
 BHK-1131�CS・BHK-1031�CS�小鉢（P.236）

●オニオンサラダ  
 CB-95�AQC�フリーカップ（P.244）

■TH-220S�U�PBT箸（P.344）

■SE-330�MOG�エスタートレイ（P.331）

［アーカディア漆器、他］

セット合計 ￥25,490

●ご飯
  BHK-2055�HK・BHK-2005�HK��飯椀（P.237）

●すまし汁�
  BHK-2033�HK・BHK-2003�HK��汁椀（P.237）

●とんかつ
  BHK-2277�HK・BHK-2207�HK��煮物椀（P.237）

●根菜の煮物
  BHK-1131�KHB�・BHK-1031�KHB�小鉢（P.236）

■TH-220X�VUS�PBT塗り箸（P.345）

■Q-5�BK�ノンスリップABSトレイ（P.334）

セット合計 ￥27,970

●ご飯 
 BHK-6055�RND・BHK-6005�RND�飯椀（P.239）

●コンソメスープ  
 BHK-6022�TUS・BHK-6002�TUS�汁椀（P.239）

●ロールキャベツのトマト煮 
 BHK-6077�RND・BHK-6007�RND�煮物椀（P.239）

●小松菜とカラーピーマンのソテー
 BHK-6011�RND・BHK-6001�RND�小鉢（P.239）

●オレンジ  
 CB-94�AQP�フリーカップ（P.244）

■TH-220X�KUK�PBT塗り箸（P.345）

■Q-4�SIM�ABSトレイ（P.334）

保温食器のセット 病
　
院
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和食メニュー［メラミンウェア、他］　 セット合計 ￥15,530

●ご飯 MB-973�NTK・MB-972�NTK�飯椀（P.136）  ●すまし汁 MB-791�GUK・MB-790�GUK�はけ目汁椀（P.142） 
●筑前煮 MB-965�AEK・MB-964�AEK�煮物椀（P.170）  ●いんげんのごま和え MB-917�TKU・MB-916�TKU�角小鉢（P.179）

●茶椀蒸し U-474�KNI・U-473�KNI�茶椀蒸し（P.  67）   ●お茶 PC-84�NGR�湯呑（P.246） 
■TH-220S�KTA�PBT塗り箸（P.345）  ■Q-5N�T�ノンスリップABSトレイ（P.334）

MODEL SET ● 事業別モデルセット紹介

高齢者施設 人 生を長く生きてこられた方々だからこそ食器の良さがわかります。
機能性だけではなくデザイン性も重視したアイテムです。

和を演出する陶器調の器で、お料理
を引き立てます。和食だけでなく、
洋食や中華など、様々なお料理を
美味しく引き立て、テーブルに笑顔が
溢れるお手伝いをします。
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中華メニュー
［強化磁器、他］　

セット合計 ￥13,630

●ご飯 
 KF-981�AKZ・KB-980�AKZO�飯碗（P.210）

●中華スープ 
 MB-220�KUS・MB-22�KUS�亀甲汁椀（P.143）

●回鍋肉 
 KS-846�AZ�深皿（P.213）

●春雨サラダ
 KB-797�LG�楕円小鉢（P.223）

●マンゴープリン  
 CB-94�AQP�フリーカップ（P.244）

●お茶  
 KC-839�HH�湯呑（P.229）

■TH-220X�VUS�PBT塗り箸（P.345）

■Q-5�T�ノンスリップABSトレイ（P.334）

和食メニュー
［ほっと倶楽部とメラミンウェア、他］

セット合計 ￥11,960

●ご飯　
 ONPF-9�AE・ONPB-9�AES�飯椀（P.  80）

●味噌汁　
 MB-77�TUS・MB-76�TUS�汁椀（P.143）

●赤魚の塩焼き 
 MS-952�AEK�深皿（P.152）

●大根のあんかけ　
 MB-927�NTK・MB-926�NTK�小鉢（P.177）

●青梗菜の胡麻油炒め　
 MS-648�F�和皿（P.157）

●お茶　
 MC-88�SAB�湯呑（P.191）

■TH-220S�R�PBT箸（P.344） 
■Q-5N�MOG�ノンスリップABSトレイ（P.334）

洋食メニュー
［ほっと倶楽部とメラミンウェア、他］

セット合計 ￥16,370

●ご飯　  
 MB-897�CS・MB-896�CSUG�ライスボール（P.137）

●コンソメスープ　
 QF-2�T・QB-2�T�汁椀（P.242）

●コロッケ＆ボイルキャベツ　
 U-151�HNE・U-150�IV�楕円皿（P.  64）

●野菜のソテー
 U-41�HNE・U-40�IV�角小鉢（P.  66）

●キウイ
 MB-630�VAL�リップボール（P.184）

●お茶 
 MC-88�WAB�湯呑（P.191）

■TH-220S�BK�PBT箸（P.344） 
■Q-5�SIM�ABSトレイ（P.334）

高
齢
者
施
設
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1月 正月メニュー［メラミンウェア、他］　

セット合計 ￥12,260

●ご飯  MB-815�EMUT・MB-814�EMUT�飯茶椀（P.140）

●団子汁  MB-77�TUS�・MB-76�TUS�汁椀（P.143）

●刺身盛り合わせ  MS-765�ISN�深皿（P.154）

●刺身醤油  MS-648�EMTD�和皿（P.156）

●根菜の炊き合わせ  MB-630�GRS�リップボール（P.184）

●メロン  MB-634�EMAS�小鉢（P.180）

●お茶  MC-88�SAB�湯呑（P.191）

■YB-260�KI�箸置き（P.225）

■TH-220S�R�PBT箸（P.344） 
■Q-5�BK�ノンスリップABSトレイ（P.334）

3月 ひなまつりメニュー［強化磁器、他］　

セット合計 ￥13,870

●手まり寿司  KS-865�RIO�角皿（P.217）

●潮汁  MB-22�KUS�亀甲汁椀（P.143）

●花蓮根の金平  KF-8355�RIO・KB-835�RIO�丸小鉢（P.220）

●茶碗蒸し  KF-871�RIO・KB-870�RIO�茶碗蒸し（P.227）

●小茄子の漬物  KB-840�RIO�丸千代口（P.224）

●空豆ずんだ  CB-87�AQP�小鉢（P.244）

●お茶  KC-834�RIO�反煎茶（P.229）

■AH-220S�O�アミハード箸（P.343） 
■38SP�BR�PPグリップスプーン（P.346）

■Q-5N�MOG�ノンスリップABSトレイ（P.334）

5月 端午の節句メニュー［メラミンウェアと漆器 楽（らく）、他］

セット合計 ￥14,860

●枝豆ご飯  MB-785�GUK・MB-784�GUK�飯丼（P.133）

●椎茸と青菜のすまし汁  MB-7�TUS・MB-6�TUS�汁椀（P.142）

●かつおのたたき  T-502�ORB�小判皿（P.243）

●里芋田楽  T-503�SNR�小鉢（P.243）

●トマトのドレッシング和え  MB-621�F�丸小鉢（P.186）

●お茶  T-506�MOC�湯呑（P.243）

■TH-220X�VUK�PBT塗り箸（P.345）

■Q-3�KTS�ABSトレイ（P.334）

2月 節分メニュー［ほっと倶楽部、他］

セット合計 ￥17,970

●豆ご飯　 ONPF-9�UM・ONPB-9�UMT�飯椀（P.  80）

●すまし汁　 ONPF-6E�BK・ONPB-6�KUS�汁椀（P.  81）

●イワシの梅煮　 U-149�AE・U-148�IV�楕円皿（P.  64）

●ほうれん草の菊花和え　 U-41�AOI・U-40�IV�角小鉢（P.  66）

●茶椀蒸し　 U-474�AYT・U-473�AYT�茶椀蒸し（P.  67）

●お茶　 PC-84�NBR�湯呑（P.246）

■YB-260�TI�箸置き（P.225）

■TH-220S�KTK�PBT塗り箸（P.345）

■Q-5N�T�ノンスリップABSトレイ（P.334）

行事食メニューのセット
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7月 七夕メニュー［メラミンウェア、他］　

セット合計 ￥8,050

●七夕ちらし寿司  MS-846�RUW�オーバル皿（P.160）

●そうめん汁  MB-791�GUK・MB-790�GUK�はけ目汁椀（P.142）

●夏野菜の揚げ浸し  MB-650�FB�天水（P.180）

●ソーダゼリー  CB-90�AQC�角小鉢（P.245）

●お茶  MC-88�WAB�湯呑（P.191）

■TH-220X�KUK�PBT塗り箸（P.345） 
■SE-21�MOG�エスタートレイ（P.331）

9月 十五夜メニュー［メラミンウェア、他］　

セット合計 ￥8,750

●月見うどん  MB-593�WS�多用丼（P.131）

●里いもと鶏肉の煮物  MB-637�HNE�小判小鉢（P.181）

●キャベツの塩昆布和え  G-795�Y�小付（P.187）

●梨  MB-634�FA�小鉢（P.180）

●お茶  T-506�MOE�湯呑（P.243）

■TH-220X�KUS�PBT塗り箸（P.345） 
■Q-4�SIM�ABSトレイ（P.334）

12月 クリスマスメニュー［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥10,580

●クリスマスピラフ MS-150�CRM�パン皿（P.150）

●ジュリエンヌスープ  MC-83�V・MC-82�VUW�スープカップ（P.189）

●フライドチキン  MS-248�CMM�深皿（P.145）

●サラダ  MB-180�CRM�サラダボール（P.174）

●イチゴのババロア  MB-692�SAK�しずくボール（P.186）

■TH-220S�U PBT箸（P.344）

■TAS-01�デザートスプーン（P.347）

■Q-5N�T�ノンスリップABSトレイ（P.334）

10月 収穫祭メニュー［強化磁器、他］

セット合計 ￥15,970

■弁当箱 QF-151�T・QB-150�T�8.5寸角スタック弁当箱（P.277）

�  QS-149�BK�十字仕切（P.277）

●さつまいもご飯�  KF-981�AIB・KB-980�AIBG�飯碗（P.210）

●すまし汁  MB-77�TUS・MB-76�TUS�汁椀（P.143）

●しょう油  KB-750�YH�華小鉢（P.224）

●炊き合わせ  KB-835�AZ�丸小鉢（P.220）

●お刺身  KB-757�LG�丸小鉢（P.219）

●メロン  KB-759�PH�菊型小鉢（P.222）

■TH-220X�KUS�PBT塗り箸（P.345）

高
齢
者
施
設
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朝食（和食）メニュー［強化磁器、他］

セット合計 ￥14,810

●ご飯 KF-829�HH・KB-828�HHO�飯碗（P.209）

●味噌汁  QF-2�SKE・QB-2S�SKE�汁椀（P.242）

●高野豆腐のそぼろ煮  KS-845�HH�深菜皿（P.214）

●小松菜のおかか和え  KB-797�G�楕円小鉢（P.223）

●みかん  KB-750�YH�華小鉢（P.224）

●お茶  YC-273�SUN�湯呑（P.228）

■TH-220S�KTK�PBT塗り箸（P.345）

■Q-5N�T�ノンスリップABSトレイ（P.334）

昼食（麺料理）メニュー［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥7,870

●けんちんうどん MB-826�LYUW�フリーボール（P.130）

●えび焼売  MB-637�HNE�小判小鉢（P.181）

●大根のくず煮  MB-680�MO�ツイストボール（P.178）

●お茶  UPC-182N�LTG�マグカップ（P.264）

■TH-220S�KTM�PBT塗り箸（P.345）

■M-590�KUS�チリレンゲ（P.189）

■SE-330�OAK�木目調エスタートレイ（P.333）

昼食（和食）メニュー［強化磁器、他］

セット合計 ￥11,270

●三色丼　 KB-988�SZK�丼（P.207）

●かぼちゃの煮物　 KB-797�G�楕円小鉢（P.223）

●きんぴらごぼう　 KB-750�YH�華小鉢（P.224）

●デラウェア　 CB-94�AQC�フリーカップ（P.244）

●お茶  YC-273�SUN�湯呑（P.228）

■TH-220S�R�PBT箸（P.344）

■48SP�R�PPグリップスプーン（P.346）

■Q-4�BK�ノンスリップABSトレイ（P.334）

1日のメニューセット

朝食（洋食）メニュー［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥8,090

●白パン　 MS-150�NNA�パン皿（P.150）

●鮭のムニエル　 MS-246�CRM�深皿（P.149）

●サラダ　 MB-276�PIT�フリーカップ（P.174）

●キウイフルーツ　 CB-88�AQC�小鉢（P.244）

●お茶　 UPC-182N�CAF�マグカップ（P.264）

■TH-220S�U�PBT箸（P.344）

■SE-61�MPL�木目調エスタートレイ（P.333）
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夕食（和食）メニュー［強化磁器、他］

セット合計 ￥15,460

●ご飯　 KF-829�RIO・KB-828�RIOG�飯碗（P.209）

●味噌汁　 UMF-403�TUK・UMB-402�TUK�安定型汁椀 （P.262）

●鶏肉の治部煮　� P-203�W�フードカバー・KS-846�RIO�深皿（P.213）

●春雨サラダ　 C-106�W�フードカバー・KB-835�AZ�丸小鉢（P.220）

●うぐいす豆　 P-204�W�フードカバー・KB-799�GH�菊型小付（P.224）

●お茶　 KC-839�GS�湯呑（P.229）

■TH-220X�VUK�PBT塗り箸（P.345）

■Q-5�T�ノンスリップABSトレイ（P.334）

夕食（和食）メニュー［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥12,090

●菜飯　 MB-609�FC・MB-900�FC�飯椀（P.139）

●すまし汁　 UMF-403�TUK・UMB-402�TUK�安定型汁椀（P.262）

●天ぷら　 MS-956�TKU�角皿（P.165）

●天つゆ　 MB-634�FB�小鉢（P.180）

●高野豆腐の煮物　 MB-917�AEK・MB-916�AEK�角小鉢（P.179）

●お茶　 MC-34�F�湯呑（P.190）

■TH-220S�ANZ�PBT箸（P.344）  
■Q-5N�T�ノンスリップABSトレイ（P.334）

昼食（中華）メニュー［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥6,680

●中華丼　 MB-684�KMT�ツイストボール（P.168）

●きのこスープ　 MC-80�SAK�スープカップ（P.189）

●グリーンサラダ　 MS-564�SCR�ベリー皿（P.154）

●パイナップル　 CB-88�AQC�小鉢（P.244）

■TH-220S�KTK�PBT塗り箸（P.345）

■48SP�T�PPグリップスプーン（P.346）

■SE-21�FGR�エスタートレイ（P.331）

昼食（洋食）メニュー［強化磁器、他］　

セット合計 ￥10,790

●海老ピラフのホワイトソースかけ　
　 C-190�W�フードカバー・YS-377�CAN�クープ皿（P.211）

●オニオンスープ　 YB-3012�CAN・YB-3011�CAN�スープボール（P.219）

●キャロットラペ　 CB-90�AQB�角小鉢（P.245）

●マンゴープリン　 YC-359�CAN�フリーカップ（P.222）

■48SP�R�PPグリップスプーン（P.346） 
■SE-330�MPL�木目調エスタートレイ（P.333）

高
齢
者
施
設
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★

★

ハーフ食メニューのセット1
2

ハーフ食メニュー
［ほっと倶楽部、メラミンウェア、他］

セット合計 ￥11,230

●お粥
  ONPF-15�SAK・ONPB-15�SAKT�飯椀（P.  80）

●すまし汁
  ●★�U-63�SYU・U-62�SYU�汁椀（P.  63）

●かに玉あんかけ・小松菜の煮浸し・りんごのコンポート
  ●★�UMS-200R�IRH�三ツ仕切皿（P.261）

■PPN-154�T�PPスプーン（P.269）

■Q-4�T�ノンスリップABSトレイ（P.334）

●★�…新商品

ハーフ食メニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥8,000

●ご飯　
 ●★�MB-233�HMT・MB-230�HMT�多用椀（P.141）

●味噌汁　
 ONPF-12E�BK・ONPB-12�KUS�汁椀（P.  75）

●鯖の塩焼き　
�C-1612�W�フードカバー・MS-870�EMBS�角皿（P.166）

●厚揚げと青菜の煮物
�C-101�W�フードカバー・MB-769�UME�梅小鉢（P.187）

●りんごの昆布和え　
�C-1108�W�フードカバー・MB-692�LMY�しずくボール（P.186）

●グレープゼリー　
�C-110�W�フードカバー・CB-95�AQC�フリーカップ（P.244）

■AH-210�C�アミハード箸（P.342） 
■38SP�BR�PPグリップスプーン（P.346）

●★�…新商品

ハーフ食メニュー
［強化磁器、他］

セット合計 ￥13,070

●ご飯　
 KF-981�AKZ・KB-980�AKZO�飯碗（P.210）

●味噌汁　
 QF-2�T・QB-2�T�汁椀（P.242）

●肉だんごの甘酢あん　
 YS-11�MACA�深皿（P.310）

●アスパラおかか和え　
 KB-797�IV�楕円小鉢（P.223）

●しらすの佃煮　
 KB-799�PH�菊型小付（P.224）

●濃厚流動食　
 UPC-180N�G�マグカップ（P.265）

■PPN-156�R�PPスプーン（P.269）

■Q-4�MOG�ノンスリップABSトレイ（P.334）

★
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弁当箱メニュー［7.5寸角スタック弁当箱、他］

セット合計 ￥12,520

■弁当箱 
 QF-141�TFS・QB-140�T�7.5寸角スタック弁当箱（P.277）
 QS-147�BK�十字仕切（P.277）

●ご飯
　  MB-609�FC・MB-900�FC�飯椀（P.139）

●味噌汁
  MB-77�TUK・MB-76�TUK�汁椀（P.143）

●じゅんさいの酢の物
  MB-688�EMTD�八角小鉢（P.186）

●ヒレカツ  
 MB-630�MMD�リップボール（P.184）

●鯛の塩焼き
  MB-690�FA�花弁小鉢（P.187）

●夏野菜の炊き合わせ  
 MB-686�EMED�四角小鉢（P.183）

●お茶  
 PC-83�NBR�湯呑（P.246）

■YB-260�TI�箸置き（P.225） 

■TH-220S�BK�PBT箸（P.344）

ユニットケアメニュー［メラミンウェア、他］　 セット合計 ￥5,270

●ご飯  MB-815�EMUT�・MB-814�EMUT�飯椀（P.140）  ●水菜と豚肉の味噌汁  MB-22�TUS�亀甲汁椀（P.143）  
●和風ロールキャベツ  MS-560�W�小判皿（P.165） ●大根の塩きんぴら  MB-632�EMUTG�小鉢（P.185） 

●たくあん  MS-648�EMBS�和皿（P.156）  ●お茶  MC-34�F�湯呑（P.190） ■TH-220X�R�PBT箸（P.344） 

使用食器
D-2010�KNM�
オーバルデリ�

（P.155）

ユニットケアメニューセット 高
齢
者
施
設



40

使いやすさに配慮した商品

嚥下調整食メニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥7,800

●パン粥 
 UMS-43R�MIKA�小鉢（P.259）

●豆腐ハンバーグ
 UMS-41R�PPL�小鉢（P.259）

●ほうれん草ペースト 
 UMS-39R�PPL�小鉢（P.259）

●お茶
 UPC-180N�Y�マグカップ（P.265）

■PPN-156�T�PPスプーン（P.269）

色弱の方向けメニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥9,650

●お粥�
 MS-45R�WT�中皿（P.258）

●茄子の味噌汁 
 ONPF-4E�BK・ONPB-4�KUS�汁椀（P.  81）

●はんぺん団子のあんかけ 
 MS-560�KMT�小判皿（P.165）

●おくら納豆 
 MB-692�SAK�しずくボール（P.186）

■PPN-152�R�PPスプーン（P.269）

■Q-4�T�ノンスリップABSトレイ（P.334）

嚥下調整食メニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥6,170

●お粥
  MS-41R�ANJ�小鉢（P.258）

●ハンバーグムース （SFS-243�焼肉型使用）��
ブロッコリーゼリー （SFS-241ドーム型使用）�
トマトゼリー （SFS-241ドーム型使用）��
蕪の煮物ゼリー （SFS-261�かまぼこ型使用）�

 ●★�UMS-200R�KIH�三ツ仕切皿（P.261）

●お茶ゼリー
  UPC-182N�P�マグカップ（P.264）

■PPN-154�T�PPスプーン（P.269）

●★�…新商品

244  PAGEユニバーサルデザインシリーズ

★
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266  PAGE

271  PAGE

宅配給食のセット［ファミリーズとメラミンウェア、他］　 セット合計 ￥14,810

■宅配容器 PHK-401�P�ファミリーズ（５穴タイプ）（P.281） ●ご飯  ONPF-9�SAK・ONPB-9�SAKT�飯椀（P.  80）

●すまし汁 MB-791�TUS・MB-790�TUS�はけ目汁椀（P.143） ●鶏肉の胡麻ソースかけ C-1913�W�フードカバー・MS-555�HNE�角深皿（P.162）

●きゅうりと海藻のサラダ MB-51�HNE・MB-618�HNE�深小鉢（P.173） ●デラウェア C-70�W�フードカバー・MB-812�HNE�波渕小付（P.188）

宅配給食のセット［グルメ御膳とアーカディアマグカップ、他］　 セット合計 ￥9,560

■弁当箱  TKH-481�T�・TKH-480�T�グルメ御膳（大）（P.286）  ●野菜の炊き合わせ  TB-386�Y�小鉢（小）（P.286） 

●天ぷら  TS-370�IV�角皿（P.286）  ●卵焼きと胡麻和え  TB-386�R�小鉢（小）（P.286） 

●弁当箱  TKH-483�T・TKH-482�T�グルメ御膳（小）（P.286）  ●ご飯＆ひじきの煮物＆漬物  TL-391�SYU�三ツ仕切ランチ皿（P.286） 
●味噌汁  VC-90�IV�ピタットくんマグカップ用蓋（P.274）�・CHK-1008N�GR�マグカップ（P.236）  ■TH-220S�BK PBT箸（P.344） 

MODEL SET ● 事業別モデルセット紹介

宅　配 温かいメニューは温かく、冷たいメニューは冷たく。
デリバリーという制 約があっても料理は美味しくいただきたい。
最 適な温 度で召し上がれるシステムをご用意しています。
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和定食メニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥8,720

●ご飯
 MB-896�W�ライスボール（スリム）（P.137）

●味噌汁 
 MB-27�KUS�汁椀（P.142）

●あじの南蛮漬け
 MS-560�W�小判皿（P.165）

●空豆とベーコンの炒め物
  MB-680�KMT�ツイストボール（P.178）

●白菜の漬物
 MS-648�BK�和皿（P.157）

●お茶
 MC-34�F�湯呑（P.190）

■AH-225�AA�アミハード箸（P.342）

■Q-5�MOG�ノンスリップABSトレイ（P.334）

洋定食メニュー［メラミンウェア、他］　 セット合計 ￥9,020

●ご飯 MS-150�CRM�パン皿（P.150）  ●ポークピカタ MS-248�PIT�深皿（P.145） 
●ひじきのサラダ MB-180�CRM�サラダボール（P.174）  ●メロン CB-95�AQC�フリーカップ（P.244）

■PC-80�DPO�コップ（P.245）  ■TAS-01�デザートスプーン（P.347）

■TAS-02�デザートフォーク（P.347）  ■SE-65�OAK�木目調エスタートレイ（P.333）

MODEL SET ● 事業別モデルセット紹介

社員食堂 お昼休みは職場における、楽しい憩いのひとときです。
豊富なメニューに対応する様々なアイテムを用意しました。
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中華メニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥7,750

●マーボー&中華丼
 MS-846�MOUW�オーバル皿（P.160）

●中華スープ
 MC-82�VUW�スープカップ（P.189）

●サラダ
 MB-680�MO�ツイストボール（P.178）

●イチゴのババロア
 MB-630�VAL�リップボール（P.184）

●お水
 PC-80�AQC�コップ（P.245）

■M-590�W�チリレンゲ（P.345）

■AH-220S�O�アミハード箸（P.343）

■SE-26�BR�エスタートレイ（P.332）

カフェ風メニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥7,490

●玄米ご飯＆ポークソテー＆野菜グリル
 MS-844�W�フリープレート（P.161）

●オレンジゼリー
 MB-692�W�しずくボール（P.186）

●玉ねぎのスープ
 MC-82�VUW�スープカップ（P.189）

●トマトとチーズのマリネ
 MB-850�W�リーフボール（P.178）

●お水
 PC-80�AQB�コップ（P.245）

■TH-220S�BK�PBT箸（P.344）

■SE-26�MTG�エスタートレイ（P.332）

ハワイ料理メニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥6,390

●ポキ丼 
 MB-826�MOUW�フリーボール（P.130）

●セロリときのこの炒め物 
 MS-830�SW�角皿（P.164）

●キャベツのピクルス
  MS-648�BK�和皿（P.157）

●アサイーボウル 
 U-4�AN�小鉢（P.  82）

■AH-220S�O�アミハード箸（P.343） 
■38SP�BR�PPグリップスプーン（P.346）

■SE-330�FW�エスタートレイ（P.331）

社
員
食
堂
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ランチメニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥5,920

●フォッカッチャ
 MS-838�SW�スクエアプレート（P.166）

●鶏胸肉のシチュー�
 MB-85�RO・MB-84�RO�スープボール（P.170）

●カッテージチーズのサラダ
 MB-816�MOUW�マルチボール（P.171）

●お水
 PC-80�DPM�コップ（P.245）

■47FO�BR�PPグリップフォーク（P.346）

■48SP�BR�PPグリップスプーン（P.346）

ディナーメニュー［メラミンウェア、他］　 セット合計 ￥3,930

●フレッシュトマトのスパゲッティ MS-846�RUW�オーバル皿（P.160） ●チキンの香草焼き  MS-838�KMT�スクエアプレート（P.166） 
●サラダ MB-816�W�マルチボール（P.171） 

使用食器
MB-826�W�
フリーボール�

（→P.130）

MODEL SET ● 事業別モデルセット紹介

ホテル•レストラン ブレックファーストからランチ、ディナーにいたるまで、
お客様の大切な日を飾るためにふさわしい器をお選びください。

※トレイは参考商品です。
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ランチメニュー
［強化磁器、他］

セット合計 ￥12,260

●ボンゴレスパゲッティ 
 YS-375�CAN�スープ皿（P.211）

●ミネストローネ
 YB-3012�CAN・YB-3011�CAN�スープボール（P.219）
 YS-372�CAN�パン皿（P.214）

●サラダ
 CB-89�AQC�サラダボール（P.244）

●レアチーズケーキ 
 YS-373�CAN�ケーキ皿（P.212）

●紅茶
  YC-358�CAN�兼用カップ（P.227）
 YS-356�CAN�ソーサー（P.227）

■47FO�T�PPグリップフォーク（P.346）

■48SP�T�PPグリップスプーン（P.346）

モーニングメニュー
［メラミンウェア、他］

セット合計 ￥8,130

●パン 
 MS-522�DL�パン皿（P.151）

●スクランブルエッグ・ウインナー・サラダ・果物
 MS-856�W�フォープレート（P.159）

●フルーツヨーグルト 
 CB-88�AQP�小鉢（P.244）

●お水
 PC-80�DPO�コップ（P.245）

■47FO�T�PPグリップフォーク（P.346）

■48SP�T�PPグリップスプーン（P.346）

■SE-26�SFY�エスタートレイ（P.332）

モーニングメニュー
［強化磁器、他］

セット合計 ￥11,370

●麦ご飯�
 KB-828�RIO�飯碗（P.209）

●長芋のすり流し汁 
 QB-2�T�汁椀（P.242）

●さごしの塩焼き 
 KS-865�RIO�角皿（P.217）

●厚揚げの筑前煮風 
 YB-235�SRI�煮物碗（P.219）

●酢の物 
 KB-750�YH�華小鉢（P.224）

■TH-220X�R�PBT箸（P.344）

■Q-5�BK�ノンスリップABSトレイ（P.334）

ホ
テ
ル•

レ
ス
ト
ラ
ン
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E-エポカル
べあふぁーむのセット

セット合計 ￥6,050

●ご飯
 PNB-526E�BFM�幼児椀（P.297）

●中華風コーンスープ
 �PNB-528E�BFM�椀（P.297）

●カラフルマーボーナス
 �PNS-15E�BFM�深皿（P.297）

●フルーツ杏仁
  �PNS-12E�BFM�深皿（P.297）

●お茶
 �UPC-180N�CAF�マグカップ（P.265）

■38SP�BR�PPグリップスプーン（P.346） 
■37FO�BR�PPグリップフォーク（P.346）

…対応フードカバーあり

E-エポカル
フルーツプリンのセット

セット合計 ￥4,840

●にんじんご飯
 �PNB-524E�FPN�幼児椀（P.296）

●コンソメスープ
 PNC-3E�IV�両手マグカップ（P.300）

●豆腐ハンバーグ＆ボイルキャベツ
 �PNS-314E�FPN�深皿（P.296）

●メロン
  �PNS-11E�FPN�深小皿（P.296）

●牛乳
 PNC-2E�P�ミルクカップ（P.300）

■PPN-54�R�PPスプーン（P.269） 
…対応フードカバーあり

メラミンウェア
うみのなかまたちのセット

セット合計 ￥4,870

●そぼろ丼
  ●★� �MB-8�UMI�うどん丼（P.301）

●味噌汁
  ●★� �MB-2�UMI�汁椀（P.301）

●青菜の和えもの
  ●★� �MB-632�UMI�小鉢（P.301）

●バナナ
  ●★� �MS-14�UMI�深皿（P.301）

●お茶
  ●★�MC-19�UMI�マグカップ（P.301）

■AH-160S�C�アミハード箸（P.343）

■38SP�R�PPグリップスプーン（P.346）

…対応フードカバーあり　●★�…新商品

©OMOCHABAKO

MODEL SET ● 事業別モデルセット紹介

こども食器 豊富な食器サイズの中からこどもたちの成長に合わせてふさわしいものが選べます。
元気が出るメニューにぴったりのラインナップです。

★

★

★

★

★
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※トレイは参考商品です。

メラミンウェア
フラッグガーランドのセット

セット合計 ￥6,450

●ご飯
  ●★� �MB-3�FLA�小児飯椀（P.303）

●コンソメスープ
  UMF-403�TUK・UMB-402�TUK�安定型汁椀（P.262）

●ハンバーグ・ブロッコリー・人参のグラッセ
  P-207�W�フードカバー・●★�MS-13�FLA�深皿（P.303）

●コールスロー
  C-106�W�フードカバー・●★�MB-632�FLA�小鉢（P.303）

●ぶどうゼリー
  ●★� �MS-16�FLA�深皿（P.303）

●お茶
  ●★�MC-19�FLA�マグカップ（P.303）

■38SP�G�PPグリップスプーン（P.346）

■AH-160S�G�アミハード箸（P.343）

…対応フードカバーあり　●★�…新商品

こ
ど
も
食
器

強化磁器
マカロンのセット

セット合計 ￥4,530

●肉うどん
 �YS-13�MACA�深皿（P.310）

●五色あえ
 �YS-11�MACA�深皿（P.310）

●メロン
 �YS-22�MACA�深皿（P.310）

●お茶
  YC-181�MACA�ミルクカップ（P.310）

■AH-160S�C�アミハード箸（P.343） 
…対応フードカバーあり

学校・幼稚園・保育園用カタログ
楽しい給食のために安全性と快適さを追求した約1200のアイテムを掲載。
ぜひご覧ください。

右記のカタログも
ご用意しております。

強化磁器
ふしぎらんどのセット

セット合計 ￥6,760

●カレーライス
  ●★� �YS-75�FU�深皿（P.312）

●すまし汁
  �PNB-524E�TUS�幼児椀（P.300）

●コロコロ大豆サラダ
  �YS-73�FU�深皿（P.312）

●さくらんぼ
  YS-2�FU�深小皿（P.312）

●お茶
  YC-13�FU�ミルクカップ（P.313）

■38SP�O�PPグリップスプーン（P.346）

■37FO�O�PPグリップフォーク（P.346）

…対応フードカバーあり　●★�…新商品

★

★

★

★

★

★
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ビビンバ
丼物もおしゃれに見せる器です。
MB-684�W　ツイストボール ￥1,200

鯛茶漬け
朱の線が淡い色のお料理を引き締めます。
KF-829�HH　飯碗蓋 ￥870
KB-828�HH　飯碗 ￥1,280
※強化磁器

小魚のふりかけご飯
内側のカラーが白いご飯を引き立てます。
ONPF-9�UM　飯椀蓋 ￥580
ONPB-9�UMT　飯椀 ￥1,200
※再加熱システム対応食器 ほっと倶楽部サーブ

山菜おこわ
シンプルな器がおこわの色を演出します。
YF-160�TTI　飯碗蓋 ￥930
YB-16�TTI　飯碗 ￥1,330
※強化磁器

イワシ丼
シンプルな形が上品さを醸し出します。
QF-9�T　多用丼蓋 ￥1,150
QB-9�AKS　多用丼 ￥1,890
※漆器 楽

梅干しと水菜の混ぜご飯
あたたかな色合いの器に水菜が映えます。
MB-609�HKK　飯椀蓋 ￥640
MB-608�HKK　飯椀 ￥980

海鮮丼
陶器調の高級感が、晴れの日の献立におすすめ。
MB-593�WM　多用丼 ￥1,070

ミニ親子丼
器の色がご飯をより美味しく引き立てます。
MB-896�CSUG　ライスボール（スリム）￥950

春の炊き込みご飯
内側の朱色がご飯を華やかに見せます。
ONPF-17�AE　飯椀蓋 ￥590
ONPB-17�AES　飯椀 ￥1,270
※再加熱システム対応食器 ほっと倶楽部サーブ

グリーンカレー
色付きの生地は、食材による着色の
心配がありません。
MS-248�CMM　深皿 ￥1,390

A LA CARTE ● アラカルトメニュー紹介［メラミンウェア、他］

168  PAGE

131  PAGE

138  PAGE

209 PAGE

242 PAGE

137 PAGE

209 PAGE

79  PAGE 80 PAGE

空豆と桜海老の混ぜご飯
さわやかな呉須の色合いがお料理を引き立てます。
MB-973�NTK　飯椀蓋 ￥900
MB-972�NTK　飯椀 ￥1,050 136 PAGE

145 PAGE

ご飯
 飯椀・どんぶり・皿 
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サンドイッチ盛り合わせ
ビュッフェスタイルに対応できる盛皿です。
M-253�KNM　デリカバット ￥3,490

天ぷらそば
どっしりした器の厚みが温かいお料理に最適。
MB-595�WF　多用丼 ￥1,120

焼きうどん
キリッとした柄には優しい色のメニューもOK。
MS-2120�SCR　カレー皿 ￥1,180

ペスカトーレ
パスタ料理もおしゃれにまとまるオーバル皿。
MS-846�MOUW　オーバル皿 ￥1,690

冷やしラーメン
目にも涼しい器は暑い日に最適です。
CB-92�AQC　冷麺鉢 ￥1,640
※ガラス調食器 スプラッシュ

沖縄そば
優しい色合いの器がだし色も綺麗に演出。
MB-602�FB　種丼 ￥1,170

担々麺
あざやかな色彩でお料理の魅力をアップ。
MB-701�BAN　ラーメン丼 ￥1,610

豚肉とパプリカのパスタ
シンプルな器ならセンス良くまとまります。
MS-566�BOD　クープ皿 ￥990

鶏スープうどん
内側が黒い器にうどんが映えます。
ONPF-8�T　　 �丼蓋 ￥460
ONPB-8�TUK　丼 ￥1,410
※再加熱システム対応食器 ほっと倶楽部リヒート

129  PAGE

72  PAGE

130  PAGE 128 PAGE 244PAGE

167 PAGE

160  PAGE 146 PAGE 147 PAGE

麺類
どんぶり・皿 

ビュッフェ
盛皿
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冷しゃぶサラダ
黒の引き締め効果でサラダをさらに美味しそうに。
MS-766�KMT　深皿 ￥930

八宝菜
絵柄が華やかな器は少量の盛り付けもOK。
KS-845�AZ　深菜皿 ￥1,320
※強化磁器

ゴーヤチャンプルー
お料理を引き立てる十草柄です。
MS-952�TKU　深皿 ￥1,270

ロールキャベツ
あたたかい色合いの初花が、キャベツの緑を引
き立てます。
KS-846�HH　深皿 ￥1,330
※強化磁器

鮭・なす・ブロッコリーの揚げ漬け
陶器調の器がお料理を温かく演出します。
T-501�UZU　深皿 ￥3,230
※漆器 楽

とり肉のパン粉焼き
凛とした藍色がおしゃれに見せます。
MS-246�PIT　深皿 ￥1,190

マグロのステーキ
シンプルなお料理を淡い桜が引き立てます。
MS-870�EMBS　角皿 ￥1,050

アクアパッツア
赤い柄はお料理の魅力をアップする名脇役。
MS-566�SCR　クープ皿 ￥990

赤魚の煮付け
深さのある器なら汁物も安心。
MS-347�EMUT　角皿 ￥1,190

さんまのミルフィーユ風
優しい色合いの柄がお料理を引き立てます。
KS-865�RIO　角皿 ￥1,960
※強化磁器

エビカツ
何気なく盛り付けてもおしゃれな一品に。
MS-560�W　小判皿 ￥1,090
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えびしんじょ
深さのある小鉢なので汁物もOK。
KB-833�KIM　丸小鉢 ￥1,200
※強化磁器

トマトと豆腐の香味だれ
丸い器に丸いトマトがかわいい。
MB-333�HKK　丸小鉢 ￥990

揚げ湯葉の炊き合わせ
どんなメニューも華やかにする器です。
MB-634�FA　小鉢 ￥790

里芋のずんだ和え
ちょっとしたお料理も料亭の
仕上がりに。
MB-634�EMAS　小鉢 ￥820

グレープフルーツのサラダ
スッキリとした涼しげな器は
サラダにも良く合います。
CB-95�AQC　フリーカップ ￥720
※ガラス調食器 スプラッシュ

紅白なます
花の器は行事食にもおすすめ。
MB-690�FA　花弁小鉢 ￥660

うざく
渋い色調の器がうなぎを色良く美味しそうに演出。
MB-607�MDS　煮物椀蓋 ￥640
MB-673�MDS　煮物椀 ￥1,020

チキンのマスタードソース
シンプルな器は使いやすくメニューを選びません。
U-149�HNE　楕円皿蓋 ￥1,800
U-148�IV　楕円皿 ￥1,590
※再加熱システム対応食器 
　ほっと倶楽部ハイパーリヒート

イワシの生姜煮
白い器が上品に演出します。
MS-848�W　オーバル皿 ￥1,200

おでん
いつものおでんをモダンなイメージに演出。
●★�MS-282�KNA　なで角皿 ￥1,240
●★�…新商品

豆腐ハンバーグ
いつもの献立が四角いプレートでおしゃれに変身。
MS-840�SW　スクエアプレート ￥1,260

おくらと海老団子の煮物
賑やかな器は淡い色のお料理の魅力をアップ。
MB-628�F　角煮物椀蓋 ￥780
MB-627�F　角煮物椀 ￥1,130

きゅうりとラディッシュの塩もみ
さり気ない柄がお料理を演出します。
KB-842�RIO　角小鉢 ￥1,330
※強化磁器

162  PAGE

162  PAGE 172  PAGE

221  PAGE

223  PAGE

174  PAGE

187  PAGE180  PAGE

180  PAGE

244  PAGE

170  PAGE

165PAGE

64  PAGE

副菜
小鉢 

★



52

南瓜のそぼろ煮
蓋があるので香りをさらに楽しめます。
MB-375�HKK　丸小鉢蓋 ￥800
MB-374�HKK　丸小鉢 ￥970

いちごのムース＆紅茶
ポップな色柄がデザートを華やかに見せます。
YS-373�CAN　ケーキ皿 ￥1,420
YC-358�CAN　兼用カップ ￥1,230
YS-356�CAN　ソーサー ￥1,190
37FO�R　PPグリップフォーク ￥450
セット合計 ￥4,290
※強化磁器

あんみつ＆緑茶
小さくても華やかなかわいらしい小鉢。
●★�MB-260�HMT　小鉢 ￥920
PC-84�NGR　湯呑 ￥900
TAS-03　ティースプーン ￥120
セット合計 ￥1,940
※ガラス調食器 スプラッシュ Neo（湯呑）
●★�…新商品

抹茶の生どら焼き
角皿は和菓子の盛り付けにおすすめ。
M-104�CX　平角皿 ￥690

ロールケーキ
デザートに使いやすいサイズの取り皿です。
MS-763�ISN　取り皿 ￥1,070

春菊としめじのクルミ和え
日常の料理に高級感をプラスする器です。
MB-686�EMED　四角小鉢 ￥850

ロール照り焼きチキン
小判型ならではの盛り付け料理。
MB-637�HNE　小判小鉢 ￥830

揚げだし豆腐
縁の色が淡い食材を引き立てます。
MB-337�F　角小鉢蓋 ￥750
MB-336�F　角小鉢 ￥890

ねりきり＆緑茶
和・洋問わずに使える、高級感あるプレート。
MS-838�KMT　スクエアプレート ￥970
MC-13�SER　湯呑 ￥550
セット合計 ￥1,520

茄子とピーマンの味噌炒め
少量の盛り付けでも盛り映えする十草柄。
MB-917�TKU　角小鉢蓋 ￥790
MB-916�TKU　角小鉢 ￥980

ホタテとブロッコリーの中華蒸し
食卓のアクセントになる器の形です。
MB-680�W　ツイストボール ￥710

鮪とアボカドのコロコロあえ
ほんわかした器には角切りが好対照。
MB-634�FB　小鉢 ￥790
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肉じゃが
再加熱メニューも美味しく出来上がります。
U-41�HKM　角小鉢蓋 ￥1,430
U-40�IV　角小鉢 ￥1,380
※再加熱システム対応食器 
　ほっと倶楽部ハイパーリヒート
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