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ディーズ

プラス

Plus

D́ s Plus Series

彩り

プラス
Ｄ́ｓカフェに『断熱性』と『彩り』をプラス!!

P23－16－2 赤

とは…

にニューモデルが続々追加！メニューのバリエーションがさらに広がります！

D́ｓプラスＲ２３－１６蓋 外嵌合

代理店
本
社

掲載商品の仕様変更、および廃番になる可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

外嵌合
D́sプラスD13－13本体 135×135×35 50 1,600

138×138×40 50 1,600Ｄ’ｓプラス13－13蓋

2仕切
3仕切

楕円形

半透明

外嵌合

外嵌合

D́sプラス20－20蓋

D́sプラスＰ23－16本体
D́sプラスD23－16本体

200×200×27D́sプラスＰ20－20－３本体 Y字3仕切
203×203×40 50 900

230×165×37
230×165×30

230×165×30

50 600230×165×30

233×168×40 50 600

200×200×37 50 900D́sプラスD20－20本体
200×200×30D́sプラスＰ20－20本体

D́ｓプラス23－16蓋 ユーガード

ユーガード

ユーガード

長手×短手×高さ

サ イ ズ
長手×短手×高さ商 品 名 素 材 ケース

入数袋入数 蓋柄
白 黒 ＢＷ 備 考

サ イ ズ商 品 名 素 材 ケース
入数袋入数 蓋柄

白 黒 赤ＢＷ 備 考

D́ｓプラスＰ２３－１６－Ｅ本体
D́ｓプラスＰ２３－１６－２本体

50 600

50 600

230×165×38

206×141×31

210×210×38

50 600186Φ×31

50 600

D́ｓプラスｉｎＤＲ２３－１６本体

D́ｓプラスｉｎＲ２３－１６蓋
50 600

233×168×32D́ｓプラスＲ２３－１６低蓋

外嵌合

外嵌合

外嵌合

内嵌合

内嵌合

D́ｓプラスｉｎＤＭ２１０本体

50 600210×210×30D́ｓプラスPＭ２１０内本体

D́ｓプラスｉｎＤＭ２１０内本体

D́ｓプラスｉｎＭ２１０蓋

50 600185×161×23D́ｓプラスＭ２１０中皿
50 600213×213×32D́ｓプラスＭ２１０低蓋ME

PP/F

213×213×32D́ｓプラスＭ２１０低蓋ME

楕円形
楕円形

楕円形
楕円形3仕切

楕円形
長手×短手×高さ
サ イ ズ商 品 名 素 材 ケース

入数袋入数 蓋柄
白 黒 赤 黄 緑ＢＷ 備 考

D́ｓプラスＤＲ１９－１３本体
D́ｓプラスＲ１９－１３蓋

50 1,200190×135×35

50 600220×155×30

50 600223×158×41
50 600230×165×30

50 600233×168×41

50 1,200193×138×39

D́ｓプラスＰＲ２２－１５－３本体
D́ｓプラスＰＲ２２－１５本体

D́ｓプラスＲ２２－１５蓋

D́ｓプラスＲ１９－１３蓋 D́ｓプラスＲ２２－１５蓋

D́ｓプラスＰＲ２３－１６本体
D́ｓプラスＰＲ２３－１６(Z)本体

D́ｓプラスＲ２３－１６蓋

外嵌合

外嵌合

外嵌合
233×168×32D́ｓプラスＲ２３－１６低蓋 外嵌合

D́sプラスD13-13

D́sプラスＰ23-16 D́sプラスD23-16

D́sプラスＰ20-20-３D́sプラスD20-20D́sプラスＰ20-20

Ｄ’ｓプラスＰ２３－１６－ＥＤ’ｓプラスＰ２３－１６－２

楕円形PP/F
長手×短手×高さ
サ イ ズ商 品 名 材 質 ケース

入数袋入数 柄 備 考
ピコット10楕円 50 1,200140×80×28

Ｄ'ｓプラスＤＲ１９－１３

Ｄ'ｓプラスＰＲ２２－１５－３

Ｄ'ｓプラスＰＲ２２－１５ Ｄ'ｓプラスＰＲ２３－１６

Ｄ'ｓプラスＰＲ２３－１６（Z）

Ｒ２３－１６外嵌合 低蓋
Ｒ２３－１６外嵌合 蓋

Ｄ’ｓプラスｉｎＤＲ２３－１６
Ｄ’ｓプラスｉｎＤＭ２１０

Ｄ’ｓプラスｉｎＤＭ２１０（Z）

Ｄ’ｓプラスPＭ２１０

Ｒ２３－１６外嵌合 低蓋
Ｒ２３－１６外嵌合 蓋
ｉｎＲ２３－１６内嵌合 蓋

Ｍ２１０外嵌合 低蓋MEＭ２１０外嵌合 低蓋ME
ｉｎＭ２１０内嵌合 蓋

白 黒 赤 黄 緑 紺青流雲
ピンクＢＷ正方形

長方形

楕円形、他

黒

流雲ピンク

Ｄ’ｓプラスＭ２１０中皿

D́ｓプラスｉｎＤＭ２１０本体（Z）

中皿メニューに対応！!

ユーガード

ユーガード

ユーガード

ユーガード

ユーガード

ユーガード

紺青

ディーズ

プラス

PlusZ
ゼットゼット

 in DM210（Z）紺青

簡単に
立体感がある
盛付けが可能‼

233×168×41

蓋

本体

　　〒135-0042 東京都江東区木場１-５-２５ 深川ギャザリア タワーＳ棟　 https://denkapolymer.co.jp/
　　第１営業部〔首都圏室、第１グループ〕　　　　TEL:03(5632)9526 FAX:03(5632)9528
　　　　　 〔第２グループ〕　　　　　　　　TEL:03(5632)9527 FAX:03(5632)9529
　　第２営業部〔第１グループ、第２グループ、第３グループ〕TEL:03(5632)9537 FAX:03(5632)9538
　　企 画 部  　　　　　　　　　　　　TEL:03(5632)9535 FAX:03(5632)9536
　　業 務 部  　　　　　　　　　　　　TEL:03(5632)9533 FAX:03(5632)9534

札幌支店　　〒060-0062 札幌市中央区南二条西9-1-2(サンケン札幌ビル4F)TEL:011(590)5165 FAX:011(590)5166
仙台支店　　〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲町西1-14(富士フイルム仙台ビル)TEL:022(292)5277 FAX:022(292)5287
名古屋支店　〒460-0011 名古屋市中区大須4-1-40(アルティメイト矢場町9F)TEL:052(261)1071 FAX:052(261)1072
大阪支店　　〒536-0025 大阪市城東区森之宮1-6-111(ＮＬＣ森の宮ビル13F)TEL:06(6967)3131 FAX:06(6967)3132
福岡支店　　〒810-0001 福岡市中央区天神3-10-20(KG天神ビル東5F)TEL:092(718)1855 FAX:092(718)1866

意匠登録

PP/FPP/F

に優れています

に優れています

に優れています

に優れています

(対一般ＯPS)

(対一般ＯPS)

(対一般ＯPS)

があります

です

(対PP)

(対PET)

(対PET)

ユーガード
とは？

透明 　素材新

内嵌合

発泡系

外嵌合

ユーガード

内嵌合

発泡系

外嵌合

Plus
プラス

Plusin
プラスイン

バル

D́s Cafe Series

推奨重量
【中皿】　…　あんかけ　200ｇ ～ 230g
【本体】　…　揚げ麺　　40ｇ ～   60g
　　　　…　チルド麺　130ｇ ～ 160g
　　　　…　ライス　　180ｇ ～ 200gD́ｓプラスｉｎＤＭ２１０本体

D́ｓプラスＭ２１０中皿

Set！!
ｉｎＤＭ２１０

プラス

位置合わせの
目印つきです

チキンサラダ あんかけ鶏サラダ麻婆炒飯 カレーライス

中皿メニューに対応！!

マイルドフォーム

マイルドフォーム

マイルドフォーム

マイルドフォーム

マイルドフォーム

マイルドフォーム

マイルドフォーム

マイルドフォーム

マイルドフォーム

断熱性に優れた発泡素材
　　　　　　　　　　　　　　使用。
レンジアップした容器を
手に持っても熱くなりません。
軽量化も魅力的！

蓋

本体

鮮やかな色彩の容器は、売場での注目度満点！　抜群のインパクト！
メニューに足りない色を容器の色で補うことで、より美しい見栄えの盛付けが可能です！

機能性に優れた

を標準仕様。
レンジアップ時の穴あきを軽減！

鮮やかな色彩の容器は、売場での注目度満点！　抜群のインパクト！
メニューに足りない色を容器の色で補うことで、より美しい見栄えの盛付けが可能です！

断熱性に優れた発泡素材
　　　　　　　　　　　　　　使用。
レンジアップした容器を
手に持っても熱くなりません。
軽量化も魅力的！

ユーガード

耐熱性ポリスチレンペーパー
PSPの耐熱性を向上させた発泡素材です。

マイルドフォーム マイルドフォーム
とは？



D13－13 BWD13－13 黒DR19－13 白

PR22－15－3 白

inDM210 赤 D20－20 白

D20－20 BW

inDM210 黄

inDM210 緑

D13－13 白

D13－13 BWD13－13 黒 P23－16－2 赤

主食と副菜の位置を変えることで、ボリューム感を調節できます！ 鮮やかな色彩の容器で美味しさUP!

茶色一辺倒になりがちな揚物セット。
鮮やかな緑の容器を使用することで
ヘルシーさがUP!バランも必要ありません！

ミニカップ容器のピコットを使用すれば、
冷、温惣菜の組み合わせ自由！
メニューの幅がさらに広がります！！

自然な風合いのボールウッド柄。
落ちついたトーンがメニューをやさしく包み、
引きたてます。

黄色は快活さのイメージ効果有り。
売場が明るく楽しく活気付きます！
より食品に馴染みやすいマスタードイエローを採用。

主菜をメインにしたランチプレート
おかずのアピール度は抜群！

主食をメインにしたランチプレート
確かな満足感！

赤い容器はインパクト大！
メニューが一気に華やぎます。
売場での注目度も抜群！

ご飯150ｇ

主菜！

主菜！

を取りはずして…

レンジUP!

ピコット

one plate & cup

ご飯100ｇ

ご飯100ｇ

ご飯80ｇ

P23－16－E 黒

PR22－15－3 白 PR22－15－3 赤

P23－16－E BW

inDR23－16 緑 PR23－16 赤

PR23－16 BW inDR23－16 黄

しっかりご飯！ ひかえめご飯！


