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平成２９年 6 月吉日 

 定番のメラミン給食用食器に新カラーが登場しました！  

メラミン食器 ピンクシリーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

<給食のイメージ> 

使用食器…ＰＫ-5   飯椀 身 

         ＰＫ-47  ミルク椀 Ａ-３ 

         ＰＫ-１１４ 角仕切皿 

         ＰＫ-８３  手付きコップ 

         HD-4108 ハードトレー 正角 31cm グリーン 

ポイント 

 

 

 

 
ポイント 

丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製です。 

柔らかなピンクの色合いが食材を引き立てます。 

幼児・学校給食や介護施設での給食に便利なサイズをそろえました。 

アレルギー対応で食器の色分けをされる際にもご利用頂けます。 

メラミン樹脂 耐熱温度 120 度 

食器洗浄機使用可 

電子レンジ使用不可 
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 給食用 ピンク食器 商品単品のご案内です  

メラミン食器 ピンクシリーズ <新商品> 

新製品 ＰＫ-５ 飯椀  身         ピンク 上代 ５６０円（税抜き） 

 

 
JAN 4976391130052 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

容量：250ml 

サイズ 107φ×50mm 

本体重量：72g 

カートン入数：200 入 

新製品 ＰＫ-１０ 角仕切皿         ピンク 上代 ６２０円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391130106 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：１20℃ 

サイズ 135×190×23mm 

本体重量：133g 

カートン入数：100 入 

新製品 ＰＫ-２２ ミルクカップ １号    ピンク 上代 ４７０円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391130229 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

容量：230ml 

サイズ 79φ×77mm 

本体重量：76g 

カートン入数：175 入 

新製品 ＰＫ-２８ 小鉢            ピンク 上代 ５８０円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391130281 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

容量：300ml 

サイズ 126φ×41mm 

本体重量：87g 

カートン入数：160 入 

新製品 ＰＫ-４０ 丸皿 １０５φ      ピンク 上代 ３３０円（税抜き） 

 
 

JAN 4976391130403 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 105φ×18mm 

本体重量：45g 
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メラミン食器 ピンクシリーズ <新商品> 

新製品 ＰＫ-４１ 丸皿 １２０φ      ピンク 上代 ３４０円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391130410 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 120φ×19mm 

本体重量：47g 

新製品 ＰＫ-４２ 丸皿 １３５φ      ピンク 上代 ３８０円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391130427 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 135φ×22mm 

本体重量：65g 

新製品 ＰＫ-４５ 菜皿 Ｂ-２       ピンク 上代 ４２０円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391130458 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

容量：390ml 

サイズ 124φ×56mm 

本体重量：95g 

新製品 ＰＫ-４６Ａ 菜皿 Ａ-２      ピンク 上代 ４５０円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391130465 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 150φ×43mm 

本体重量：110g 

新製品 ＰＫ-４７ ミルク椀 Ａ-３     ピンク 上代 ３９０円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391130472 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 115φ×49mm 

本体重量：68g 
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メラミン食器 ピンクシリーズ <新商品> 

新製品 ＰＫ-４８ 丸皿 １５０φ     ピンク 上代 ４１０円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391130489 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 150φ×30mm 

本体重量：88g 

新製品 ＰＫ-６６Ａ ごはん茶碗 （身）    ピンク 上代 ６００円（税抜き） 

 

  

本体        フタ付イメージ 

JAN 4976391130663 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 117φ×62mm 

本体重量：118g 

 

※本体と蓋は別売りです。 

 
ＰＫ-６６Ｂ ごはん茶碗（蓋）     ピンク 上代 ４００円（税抜き） 

 
     

蓋（フタ）        フタ付イメージ 

JAN 4976391130670 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 104φ×30mm 

本体重量：51g 

 

※本体と蓋は別売りです。 

 
  

        

    ＰＫ－６６ ごはん茶碗 は持ちやすい形状です。 

・盛り付けるごはんの量が

少量です 

（目安量約 130g）。 

・底に指をかけやすく、 

持ちやすい形状です。 

 

新製品 ＰＫ-８３ 手付きコップ        ピンク 上代 ５６０円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391130830 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

容量：200ml 

サイズ 100×77×71mm 

本体重量：89g 

 
ポイント! 
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メラミン食器 ピンクシリーズ <新商品> 

新製品 ＰＫ-１１４ 角仕切皿（大）      ピンク 上代 ６４０円（税抜き） 

 

 
JAN 4976391131141 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 210×170×26mm 

本体重量：152g 

新製品 ＰＫ-１１５ 深丸皿 ２０ｃｍ     ピンク 上代 ９００円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391131158 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 203φ×38mm 

本体重量：195g 

 

・画像のご依頼等はメール info@k-entec.co.jp  

または FAX0256-64-4530 にて賜ります。 

弊社ホームページがリニューアルしました！ 

スマートフォンからもご覧頂けるようになりました。 

ご出張先でも WEB カタログをご覧頂けます。 

是非ご覧ください。 

 

   で検索！ 

 

HP アドレス：http://www.k-entec.co.jp 

エンテック プラスチック 

mailto:info@k-entec.co.jp

