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平成 30 年 6 月吉日 

㈱エンテック新商品 NEWS 6 月号 
拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

毎度格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

6 月の新製品 NEWS をご案内申し上げます。 

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。 

 

 ハイパックシリーズに新サイズが登場しました！  

ハイパック Ｓ-３５６ 

 平成 30 年６月 発売予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新製品 Ｓ-３５６    ハイパック 角形 ５．２Ｌ 上代 １３００円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391003561 

 

 

最大外寸 302×230×98mm 

内寸上部：283×213mm 

内寸下部：263×192mm 

内寸高さ（フチまで）：80mm 

本体重量：423g 

カートン入数：２０入 

 

 

 

 

 

→次ページでも新商品をご紹介しております！  

ポイント 

 

 

 

 
ポイント 

人気シリーズ ハイパックに新サイズが登場しました！ 

好評の Ｓ-56 ハイパック 2.84L の深型バージョンです。 

食材の保存や、スタッキング収納に便利です。 

部品や細かい商品の等の保存容器として使い勝手の良いサイズです。 

本体 ポリプロピレン樹脂 耐熱温度：120 度 

フタ ＥＶＡ樹脂 耐熱温度：60 度 

フタを外して食器洗浄機使用可 

フタを外して電子レンジ使用可 

mailto:info@k-entec.co.jp
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 定番のメラミンレンゲに新カラーが登場しました！  

メラミンレンゲ エンジ 

 平成 30 年 6 月 発売予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

新製品 Ｃ-７４（エンジ） ラーメンレンゲスプーン 上代 １３０円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391003233 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 160×44mm 

本体重量：20g 

カートン入数：600入 

小箱入数：50入 

 

※印刷の都合上、実物と色味

が少し違います。実際の商品

はあずき色に近い色味でござ

います。 

新製品 Ｃ-７７（エンジ） メラミンレンゲ（小）ＤＸ 上代 １３０円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391003240 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 160×45mm 

本体重量：21g 

カートン入数：600入 

小箱入数：50入 

 

※印刷の都合上、実物と色味

が少し違います。実際の商品

はあずき色に近い色味でござ

います。 

※対応レンゲ受台は Ｃ-８０ メラミンレンゲ受台（小）です。 

          カラー（白・青磁・黒） カタログ VOL.5-2 P77 掲載 

※現状では、レンゲ受台【エンジ】の発売予定はございません。 

  

ポイント 

 

 

 

 
ポイント 

大人気のメラミン樹脂製レンゲの新色です。 

お料理に合わせやすい【エンジ】色です。 

色移りが目立ちにくい色です。 

丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製です。 

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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 好評のシンプルシリーズにスクエアタイプが登場しました！  

シンプル食器シリーズ スクエア 

 平成 30 年 7 月 発売予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ポイント 

 

 

 

 
ポイント 

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 

発売以来、好評を頂いておりますシンプルシリーズの新商品です。 

お料理をスタイリッシュに見せるスクエアタイプ。 

使い勝手の良い小鉢と、前菜や取り皿にも便利なプレートです。 

丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製です。 

重なりが良く、スタッキングが出来る為、スッキリ収納できます！ 

シンプルなスクエアの形状が、お料理をおしゃれに引き立てます。 

 

和の食材をスタイリッシュに演出 軽い前菜やデザートにも便利です 

         

重なりが良い為、スタッキングすればコンパクトに収納できます！ 

 

→次ページよりシンプルスクエアシリーズ ラインナップのご紹介です。 
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 スクエア 小鉢 タイプ  

 

新製品 ＳＰ－１０Ｂ スクエアボウル 10 黒 上代 ５００円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391127809 

 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 103×103×52mm 

本体重量：83g 

カートン入数：160入 

新製品 ＳＰ－１０Ｍ スクエアボウル 10 マーブル 上代 ５００円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391127816 

 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 103×103×52mm 

本体重量：83g 

カートン入数：160入 

新製品 ＳＰ－１０Ｒ スクエアボウル 10 赤 上代 ５００円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391127830 

 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 103×103×52mm 

本体重量：83g 

カートン入数：160入 

新製品 ＳＰ－１０Ｗ スクエアボウル 10 白 上代 ５００円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391127823 

 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 103×103×52mm 

本体重量：83g 

カートン入数：160入 
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 スクエア プレート タイプ  

 

新製品 ＳＰ－１１Ｂ スクエアプレート 黒 上代 ９００円（税抜き） 

 

 
JAN 4976391127854 

 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 144×144×17mm 

本体重量：103g 

カートン入数：120入 

新製品 ＳＰ－１１Ｍ スクエアプレート マーブル 上代 ９００円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391127861 

 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 144×144×17mm 

本体重量：103g 

カートン入数：120入 

新製品 ＳＰ－１１Ｒ スクエアプレート 赤 上代 ９００円（税抜き） 

 

 
JAN 4976391127885 

 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 144×144×17mm 

本体重量：103g 

カートン入数：120入 

 

新製品 ＳＰ－１１Ｗ スクエアプレート 白 上代 ９００円（税抜き） 

 

 

JAN 4976391127878 

 

材質：メラミン樹脂 

耐熱温度：120℃ 

サイズ 144×144×17mm 

本体重量：103g 

カートン入数：120入 

 


