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〒922-8555　石川県加賀市上河崎町子331
　営業部直通TEL.0761-73-3551,0576

「palette NEW PRODUCTS 2021」 正誤表

5ページ　PARIS オーバルディッシュランチ

　＊商品高さ：　誤　5.8cm  →　正　6.6cm

　＊シール蓋の材質が表記されていますが、この商品にシール蓋はついておりません
　（フタにはパッキンがついております）

5ページ　PARIS スクエアネストランチ

　＊商品サイズ：　誤　10×10×11cm  →　正　10.3×10.3×11.9cm

ご迷惑をおかけしますが訂正の程宜しくお願い申し上げます。

2021 年 2月
お得意先さま各位



ケース：4.8×19.5×2.6cm　カトラリー：18cm
本体：ABS　蓋：AS　カトラリー：ABS
日本製　（梱200/単1）

ケース：2.3×19.5×1.3cm　箸：18cm
本体：ABS　蓋：AS　箸：天然木
ケース：日本製　箸：中国製　（梱200/単1）

12.6×21×5.8cm　550ml
本体：PET.ABS　蓋：竹　シール蓋：PE　バンド：シリコーンゴム
本体：日本製　蓋：中国製　（梱40/単1）

10.8×20×5.8cm　550ml
本体：PET.ABS　蓋：竹　シール蓋：PE　バンド：シリコーンゴム
本体：日本製　蓋：中国製　（梱40/単1）

48-79197-4　チャコール

48-79195-0　イエロー

48-79196-7　ホワイト

48-79193-6　レッド

48-79194-3　ブルー

maträtt オーバルディッシュランチ　
¥2,000（税込 ¥2,200）モースレモースレ

48-79202-5　チャコール

48-79199-8　ブルー

48-79201-8　ホワイト

48-79200-1　イエロー

48-79198-1　レッド

maträtt 長角ディッシュランチ　
¥2,000（税込 ¥2,200）

48-79261-2　ホワイト

48-79260-5　イエロー

48-79259-9　ブルー

48-79258-2　レッド

48-79262-9　チャコール

maträtt 木目調カトラリーセット　
¥1,500（税込 ¥1,650）モースレモースレ

48-79274-2　チャコール

48-79272-8　イエロー

48-79283-4　ブルー

48-79271-1　レッド48-79273-5　ホワイト

maträtt 箸箱セット　
¥1,200（税込 ¥1,320）

maträtt“モースレ”はスウェーデンの言葉で“皿”。

ナチュラルな竹のフタと白いバンドでしっかり密閉できます。

北欧のキッチンを彩るカラフルなモースレで、

外でも、家でも、あたたかいランチを美味しく召し上がれ。

オシャレな白のバンドにカトラリーやトッピングの袋なども挟んで持ち歩けるので機能的

抗菌作用に優れた竹はお弁当の保存にピッタリの自然素材

フタをはずして器だけレンジにかければ、いつでもアツアツのランチタイム

point . 1

point . 2

point . 3

本体のみOK 本体のみOK 抗菌塗抗菌塗

抗菌塗抗菌塗

本体のみOK 本体のみOK 抗菌塗抗菌塗



48-79212-4　チャコール

48-79209-4　ブルー

48-79211-7　ホワイト

48-79208-7　レッド

48-79210-0　イエロー

48-79217-9　チャコール

48-79214-8　ブルー

48-79216-2　ホワイト

48-79215-5　イエロー

48-79213-1　レッド

maträtt メンズネストランチ　
¥2,400（税込 ¥2,640）モースレモースレ

モースレモースレ
maträtt サイドケース　

¥1,400（税込 ¥1,540）

48-79206-3 ホワイト

48-79205-6　イエロー

48-79204-9　ブルー

48-79203-2　レッド

48-79207-0 チャコール

48-79222-3　チャコール

48-79220-9　イエロー

48-79221-6　ホワイト

48-79218-6　レッド

48-79219-3　ブルー

maträtt スクエアネストランチ　
¥2,000（税込 ¥2,200）

maträtt 長角一段ランチ　
¥2,000（税込 ¥2,200）

10.8×16.6×5.8cm　600ml　
本体：PET.ABS　蓋：竹　シール蓋：PE
本体：日本製　蓋：中国製　（梱40/単1）

10×10×11cm　下段240ml 上段360ml　
本体：PET.ABS　蓋：竹　シール蓋：PE
本体：日本製　蓋：中国製　（梱40/単1）

10×10×5.2cm　300ml　
本体：PET.ABS　蓋：竹　パッキン：シリコーンゴム
本体：日本製　蓋：中国製　（梱100/単1）

8.4×18×11cm　下段400ml 上段590ml　
本体：PET.ABS　蓋：竹　シール蓋：PE
本体：日本製　蓋：中国製　（梱40/単1）

本体のみOK 本体のみOK 抗菌塗抗菌塗コンパクト本体のみOK 本体のみOK 抗菌塗抗菌塗

本体のみOK 本体のみOK 抗菌塗抗菌塗本体のみOK 本体のみOK 抗菌塗抗菌塗

コンパクト



48-79243-8　アイボリー48-79242-1　ネイビー

48-79241-4　レッド

PARIS スクエアネストランチ Café de Paris　
¥1,800（税込 ¥1,980）

10×10×11cm　下段240ml 上段360ml
本体：PET.ABS　蓋：AS　シール蓋：PE
日本製　（梱40/単1）

48-79268-1　レッド48-79269-8　ネイビー

48-79270-4　アイボリー

PARIS 丸小鉢 Café de Paris　
¥600（税込 ¥660）

φ10×5.5cm　300ml　
本体：PET.ABS　蓋：PE
日本製　（梱100/単1）

PARIS オーバルディッシュランチ Café de Paris　
¥1,900（税込 ¥2,090 ）

10.8×20×5.8cm　550ml　
本体：PET.ABS　フタ：AS　シール蓋：PE
日本製　（梱40/単1）

48-79248-3　レッド48-79250-6　アイボリー

48-79249-0　ネイビー

PARIS スリムネストランチ Café de Paris　
¥2,000 （税込 ¥2,200）

6.8×17.8×9.5cm　下段200ml 上段350ml
本体：PET.ABS　シール蓋：PE
日本製　（梱50/単1）

48-79257-5　アイボリー48-79256-8　ネイビー

48-79255-1　レッド

PARIS 木製スプーン・箸セット Café de Paris　
¥1,400（税込 ¥1,540）

ケース：4.2×19.5×1.8cm　箸・スプーン：18cm
ケース：ABS　蓋：AS　箸・スプーン：木製
ケース・箸：日本製　スプーン：中国製　（梱200/単1）

48-79227-8　レッド48-79229-2　アイボリー

シャンゼリゼ通りの傍らにあるお気に入りのカフェに佇む。

トリコロールのランチボックスで、遠きパリに想いを馳せて。

本体のみOK 本体のみOK 抗菌塗

48-79228-5 ネイビー

抗菌塗

本体のみOK 本体のみOK 抗菌塗抗菌塗

コンパクト本体のみOK 本体のみOK 抗菌塗抗菌塗コンパクト

本体のみOK 本体のみOK 抗菌塗抗菌塗



製品改良のため予告なく仕様の一部を変更または製造を中止する場合があります。
印刷インキの性質上、製品の色と異なる場合がありますので予めご了承ください。
当カタログの無断での複写複製を禁じます。〔カタログ有効期間2021年12月末〕

〒922-8555　石川県加賀市上河崎町子331
TEL.0761-73-2023   FAX.0761-73-2199

新着情報はこちら
ht tps : / /www. f acebook . com/showa . i n c /

48-70974-0　ブラウン48-70973-3　ライトブラウン

好評の NH home 木目食器シリーズに、

積み重ねができ、収納しやすい

スタッキングボウルが新登場！

point . 1　食洗機も電子レンジもOK

point . 2　積み重ねて片付けて便利に保管

ポリエチレンテレフタレートと
ABSのアロイ樹脂

ポリエチレン

ＰＥＴ. ＡＢＳ

ＰＥ

140℃

70℃

AS樹脂ＡＳ 70℃

ABS樹脂ＡＢＳ 70℃

洗浄機使用表示 材質 耐熱温度 電子レンジ使用

プラスチック材質表示スペック

アイコン

本体のみOK 本体のみOK 抗菌塗抗菌塗コンパクト

OK OK

商品番号［弊社記号2桁・品番5桁・CD］
品名
本体価格（税込価格）

商品サイズ　容量
材質
原産国（梱包入り数 / 最小発注単位）

JANコード

4930689  □□□□□  ■
メーカーコード 品番5桁 CD

食事後1/2に収納可能 電子レンジ使用可能 洗浄機使用可能 抗菌加工済

NH home
木目スタッキングボウル
¥700（税込 ¥770）
11.4×14×5.6cm　400ml
PET.ABS　日本製  （梱100/単5）


