
PAT.   PAT.P

○持ち帰りはスマート。収納にも便利。
お弁当を食べ終えたら、

さっと洗ってペタンコにたためます。

○お弁当箱以外に、ギフトボックスにも。
お料理教室などの持ち帰りや、

ホームパーティでのおもたせにも。

○すみずみまできれいに洗えます。
広げるとフラットなシートになり、

水にも強く、洗剤使用も漂白もOK！

○折り曲げに強く、くり返し使えます。
ポリプロピレン素材を使用、

液漏れしにくいシンプルな構造です。

○電子レンジ・冷凍保存利用もOKです。
電子レンジでの温め直しや、

冷蔵庫での作りおき保存もできます。

○安心品質のメイド・イン・ジャパン製品です。





チェック・ネロ　(check nero)
品番：PP-311-CNB
JAN： 4562230453118
ゴムバンドカラー：ブラック

ペイサージュ　(paysage)
品番：PP-312-PBU
JAN： 4562230453125
ゴムバンドカラー：スカイブルー

トリコローレ　(tricolore)
品番：PP-313-TRG
JAN：4562230453132
ゴムバンドカラー：グリーン

商品名： フラットケース　パーネパッコ
製品サイズ：W15.1 x  D10.5 x H6.5cm 
折畳み時：約w15 x D16 x H1cm
重量：50g 
容量：約900ml　
本体部分W14.7 x D9.6 x H6.4
入り数：６　カートンサイズ：41x16x11.5cm  
価格：￥1,000（税別）

材質：ポリプロピレン
耐熱温度140℃　耐冷温度-20℃
プラホック：ポリオキシメチレン
ゴムバンド：レイヨン＋ポリエステル　
                      リング26cm 巾1.5cm
耐油紙：５枚付属　紙＋ポリプロピレン　
　　　  サイズ  21x29.7cm　( A4 )
パッケージサイズ：W15.5 x D11 x H6.6 cm　
重量：100g

　　パッケージ　　PET透明ケース入り

MOTOKO SAKAGUCHIお手軽レシピ付き
原産国：日本　PAT.P

英字News柄
A4サイズ
耐油ペーパー
５枚付き

パーネパッコ     サンドイッチケース

具だくさんサンドにおすすめ。
たためて、レンジ・食洗機も利用OK  !   サンドイッチがピッタリ入るケースです。

すみずみまできれいに洗えます レンジOK 冷凍保存もできます

パーネパッコ・サンドイッチケースのおすすめポイント

折りたたみ時　 15x16cm

持ち帰りはスマートに



パーネパッコ     サンドイッチケース

具だくさんサンドにおすすめ！

洗えてたためてレンジや食洗機もOK !
サンドイッチがピッタリ入るケースです

＜海老フライとアボカドのサンドイッチ＞
　

＜ステーキグルメサンド＞
リッチサンド

＜ハニージンジャーチキンサンド＞

＜リンゴとハムのチーズフレンチトースト＞
アレンジホットサンド　

エレファント・ベルデ
品番：PP-305-EVG
JAN： 4562230453057
ゴムバンドカラー：イエロー

エレファント・ジャッロ
品番：PP-306-EGY
JAN： 4562230453064
ゴムバンドカラー：グリーン

ポルカドット
品番：PP-307-PDS
JAN： 4562230453071
ゴムバンドカラー：ブラック

ストライプ・ネロ
品番：PP-308-STB
JAN： 4562230453088
ゴムバンドカラー：ブラック

アッズーロ・ビアンコ
品番：PP-309-ABK
JAN： 4562230453095
ゴムバンドカラー：グレー

ローザ・ビアンコ
品番：PP-310-RBP
JAN： 4562230453101
ゴムバンドカラー：グレー

商品名：フラットケース　パーネパッコ
製品サイズ：W15.1 x  D10.5 x H6.5cm 
折畳み時：約w15 x D16 x H1cm
重量：50g 
容量：約900ml　
本体部分W14.7 x D9.6 x H6.4
入り数：６　カートンサイズ：41x16x11.5cm  
価格：￥1,000（税別）

材質：ポリプロピレン
耐熱温度140℃　耐冷温度-20℃
プラホック：ポリオキシメチレン
ゴムバンド：レイヨン＋ポリエステル　
                       リング26cm 巾1.5cm
耐油紙：５枚付属　紙＋ポリプロピレン　
                サイズ21x29.7cm 　（A４）
パッケージサイズ：W15.5 x D11 x H6.6 cm　
重量：100g

　　
        パッケージ　　PET透明ケース入り
MOTOKO SAKAGUCHI 簡単レシピ付き
原産国：日本　PAT.P

パーネパッコ

サンドイッチケース

具だくさんサンドレシピ

おしゃれな英字News
耐油ペーパー付き

おすすめポイント

軽くて丈夫　食洗機にも対応

Cooking : Motoko Sakaguchi







CONVENIENT   POINT

1 枚入り

ジャパン

本体部分

パッケージとしても兼用しています

スライダーケース、印刷など一部に

仕様が異なる場合あります。

JAPAN
This Japan-made bento box can be flattened.  Because it can be expanded

into a sheet, it is easy to wash, and takes less space for storage and shipping.

Use it in your microwave, dishwasher, refrigerator, or freezer. 

The main material used is polypropylene.

富士山（Fujisan)
品番：LB-089-FUK

JAN :  4562230450896

ゴムバンド : グレー

寿司・緑（Sushi green)
品番：LB-090-SUG

JAN :  4562230450902

ゴムバンド : グリーン

寿司・青（Sushi blue)
品番：LB-084-SUB

JAN :  4562230450841

ゴムバンド : ブルー

⇔

Reusable & Washable
Light as a Paper lunch box
Foldable to a compact size after meal

It can perform rewarming with
a microwave oven. (Please be
careful of cookinng time.)

It cannot be used at an open
flame, a toaster oven, steam
oven, and a grill.

4cm  　　　　　　　　　　 １cm



パッケージとしても兼用しています

スライダーケース、印刷など一部に

仕様が異なる場合あります。





パッケージとしても兼用しています

スライダーケース、印刷など一部に

仕様が異なる場合あります。
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ブラックは在庫限りとなります

ブラックは在庫限りとなります

一部の品番は、在庫限りとなります

一部の品番は、在庫限りとなりますパッケージとしても兼用していますスライダーケース、印刷など一部に仕様が異なる場合あります。



2 枚入り

2枚入り

2枚入り

2枚入り

2 枚入り

2枚入り

入り数：１





入り数：１

入り数：１
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○持ち帰りはスマート。収納にも便利。
お弁当を食べ終えたら、

さっと洗ってペタンコにたためます。

○お弁当箱以外に、ギフトボックスにも。
お料理教室などの持ち帰りや、

ホームパーティでのおもたせにも。

○すみずみまできれいに洗えます。
広げるとフラットなシートになり、

水にも強く、洗剤使用も漂白もOK！

○折り曲げに強く、くり返し使えます。
ポリプロピレン素材を使用、

液漏れしにくいシンプルな構造です。

○電子レンジ・冷凍保存利用もOKです。
電子レンジでの温め直しや、

冷蔵庫での作りおき保存もできます。

○安心品質のメイド・イン・ジャパン製品です。
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