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6-337-11 ￥10,500
アクリル穴あき什器（小）ホワイトスリ h
380×135×H110（穴φ85） （80113460）

6-337-9 ￥15,800
アクリル穴あき什器（中）ホワイトスリ h
510×200×H135（穴φ135） （80113480）

6-337-7 ￥13,500
木製穴あき什器 白木　K
550×200×H125（穴φ120） （80113440）

6-337-12 ￥10,500
アクリル穴あき什器（小）ブラック h
380×135×H110（穴φ85） （80113450）

6-337-10 ￥15,800
アクリル穴あき什器（中）ブラック h
510×200×H135（穴φ135） （80113470）

6-337-8 ￥14,800
木製穴あき什器 ブラック　K
550×200×H125（穴φ120） （80113430）

木製 の字型什器 白木　K

6-337-2 600×H170 ￥14,800（80113370）
6-337-3 650×H215 ￥16,500（80113380）

6-337-1 550×H125 ￥13,500（80113360）
木製 の字型什器 ブラック　K

6-337-5 600×H170 ￥16,300（80113410）
6-337-6 650×H215 ￥17,800（80113420）

6-337-4 550×H125 ￥14,800（80113390）

550

600

650

250

250

250

125

170

215

ポリカレードル　h

6-337-14  （中） ￥250 全長267mm
（80113510）

6-337-15  （大） ￥300 全長329mm
（80113520）

6-337-13  （小） ￥200 全長209mm
（80113490）

200

200

の字型什器



※天然木の丸太を磨き上げる為、色目・サイズにばらつきがあります。
※時間と共に、ひび割れが生じる為、最初に背割り加工がされています。

6-338-3 直運  ￥7,000
カッティングボート（超特大）　K
900×130×20 （80113550）

6-338-4 直運  ￥4,100
カッティングボート（特大）　K
600×130×20 （80113560）

6-338-5 直運  ￥2,900
カッティングボート（大）　K
445×130×20 （80113570）

6-338-6 直運  ￥2,100
カッティングボート（中）　K
300×130×15 （80113580）

6-338-7 直運  ￥1,000
チーズボート（小）　K
260×130×10 （80113590）

スノコ　K 直運 　材質：パイン材 600×380×250

6-338-9    ブラウン ￥7,900 （80113620）

6-338-10  ブラック ￥7,900 （80113630）

6-338-8    白木 ￥7,900 （80113610）

桧丸太ディスプレイ台　K 直運  （小）φ180～φ200

6-338-12  H10㎝ ￥5,200 （80113650）

6-338-13  H15㎝ ￥7,300 （80113660）

6-338-11  H5㎝ ￥3,000 （80113640）

桧丸太ディスプレイ台　K 直運  （中）φ230～φ250

6-338-15  H10㎝ ￥6,400 （80113680）

6-338-16  H15㎝ ￥8,500 （80113690）

6-338-14  H5㎝ ￥3,750 （80113670）

桧丸太ディスプレイ台　K 直運  （大）φ280～φ310

6-338-18  H10㎝ ￥9,000 （80113720）

6-338-19  H15㎝ ￥11,300 （80113730）

6-338-17  H5㎝ ￥6,000 （80113710）

サービングボード　K 直運 　材質：ブナ材

6-338-2  小 ￥2,500 300×130×15
（80113540）

6-338-1  中 ￥3,700 445×130×20
（80113530）

小 約φ180～φ200mm
中 約φ230～φ250mm
大 約φ280～φ310mm

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

多用什器



6-339-2 ￥9,820
尺7長角大和殿盛器 総溜　A
514×339×80 5-442-11（53261860）

6-339-1 ￥3,550
尺7長角大和殿盛器用木製目皿　K
470×298×20 5-442-10（53261880）

6-339-6 直運  ￥15,000
木製パンカット台・スノコ付　K
560×410×60 （80113760）

6-339-3 ￥10,370
尺7長角大和殿盛器 白木内朱　A
514×339×80 5-442-12（53261870）

木製ネタケース・アクリル蓋付（スノコ付）　K

6-339-5 40㎝ ￥29,600 400×300×100
（80113750）

6-339-4 35㎝ ￥25,000 350×280×80
（80113740）

直運

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

尺７長角大和殿盛器（ABS樹脂）



杉マルチボックス ナチュラル　K 直運

6-340-14 535×360 ￥3,900 535×360×180
（80113920）

6-340-15 傾斜タイプ ￥3,300 450×360×60/120
（80113930）

6-340-13 440×360 ￥3,300 440×360×180
（80113910）

木製サラダボウル ナチュラル　K 直運

6-340-2  φ16㎝ ￥1,500 φ160×H78
（80113780）

6-340-3  φ18㎝ ￥1,650 φ180×H80
（80113790）

6-340-4  φ20㎝ ￥2,300 φ203×H83
（80113810）

6-340-5  φ23㎝ ￥2,900 φ228×H83
（80113820）

6-340-6  φ25㎝ ￥3,700 φ252×H83
（80113830）

6-340-1  φ14㎝ ￥1,250 φ140×H63
（80113770）

杉マルチボックス ブラウン　K 直運

6-340-17 535×360 ￥4,500 535×360×180
（80113950）

6-340-18 傾斜タイプ ￥3,900 450×360×60/120
（80113960）

6-340-16 440×360 ￥3,900 440×360×180
（80113940）

傾斜タイプ

杉マルチボックス

木製サラダボウル ブラウン　K 直運

6-340-8    φ16㎝ ￥1,500 φ160×H78
（80113850）

6-340-9    φ18㎝ ￥1,650 φ180×H80
（80113860）

6-340-10  φ20㎝ ￥2,300 φ203×H83
（80113870）

6-340-11  φ23㎝ ￥2,900 φ228×H83
（80113880）

6-340-12  φ25㎝ ￥3,700 φ252×H83
（80113890）

6-340-7    φ14㎝ ￥1,250 φ140×H63
（80113840）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

木製サラダボウル



ミラーキューブST　Q 直運

6-341-7 14㎝角 ￥11,000 140×140×H140
（80113980）

6-341-8 17㎝角 ￥19,500 170×170×H170
（80113990）

6-341-9   20㎝角 ￥27,000 200×200×H200
（80114010）

6-341-10 23㎝角 ￥31,600 230×230×H230
（80114020）

6-341-11 26㎝角 ￥38,500 260×260×H260
（80114030）

6-341-6 11㎝角 ￥9,500 110×110×H110
（80113970）

収納イメージ⑥は３方が側面になります

ミラーキューブ

6-341-1 直運  ￥3,500
ステンレスライザー12㎝角×H8㎝（A）　Q
120×120×H80 （80114040）

6-341-2 直運  ￥4,100
ステンレスライザー12㎝角×H12㎝（B）　Q
120×120×H120 （80114050）

6-341-3 直運  ￥5,300
ステンレスライザー18㎝角×H18㎝（C）　Q
180×180×H180 （80114060）

6-341-5 直運  ￥5,300
ステンレスライザー24㎝×12㎝×H12㎝（E）　Q
240×120×H120 （80114080）

6-341-4 直運  ￥4,700
ステンレスライザー16㎝×12㎝×H12㎝（D）　Q
160×120×H120 （80114070）

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

ステンレスライザー
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6-342-1 ￥1,850
トライアングルスタンド
（ロータイプ）ブラック　Y
260×230×H105 BU1-28-1（50002060）

6-342-2 ￥1,400
ミニトライアングルスタンド
（ロータイプ）ブラック　Y
160×115×70 BU1-28-2（90052780）

6-342-4 ￥1,800
ミニトライアングルスタンド
（ハイタイプ）ブラック　Y
160×106×125 BU1-28-4（90052790）

6-342-3 ￥3,000
トライアングルスタンド
（ハイタイプ）ブラック　Y
260×230×H200 BU1-28-3（50002070）

上下使用可能！

トライアングル スタンド

6-342-6 ￥2,020
ウエーブスタンド
（ロータイプ）ゴールド　Y
200×200×H100 BU1-28-6（50002010）

6-342-5 ￥2,840
ウエーブスタンド
（ハイタイプ）ゴールド　Y
200×200×H150 BU1-28-5（50002020）

上下使用可能！
ウエーブ スタンド

6-342-8 ￥2,130
ドラムスタンド（ロータイプ）
ゴールド　Y
上面φ200×底面φ250×H100 BU1-28-8（50002030）

上下使用可能！
ドラム スタンド

6-342-7 ￥3,160
ドラムスタンド
（ミドルタイプ）ゴールド　Y
上面φ200×底面φ250×H195 BU1-28-7（50002040）

ディスプレイスタンド



【 深さ 】

丸型は深のみ

深型
H63mm

6-343-4 直運  ￥8,700
陶器製 丸フードパン（Ｌ）　O
φ390×H70　3.5ℓ BU1-7-1（70020120）

6-343-5 直運  ￥8,000
ステンレス 丸フードパン（Ｌ）　Q
φ390×H65　5.0ℓ （80114130）

6-343-1 直運  ￥60,000
丸チェーフィングディッシュ（Ｌ）　Q
（蓋なし）
425×470×H140 （80114090）
（フードパン無）

6-343-3 直運  ￥26,000
丸チェーフィング（Ｌ）用
デラックススタンド　Q
305×420×H150 （80114120）

6-343-2 直運  ￥77,000
丸チェーフィングディッシュ（Ｌ）　Q
（ガラス蓋付）
425×470×H190 （80114110）
（フードパン無）

6-343-7 （１ケ） 直運
 ￥4,800（￥4,800×2）
メラミン 丸ハーフフードパン（Ｌ）　H
φ395×196×70　1.8ℓ BU1-7-4（70020150）

6-343-6 直運  ￥9,000
メラミン 丸フードパン（Ｌ）　H
φ395×70　4.0ℓ BU1-7-3（70020140）

ガストロノームパン　丸型【深】Ｌ（4,330cc）磁器：５色　φ388×H63

ガストロノームパン　丸型【深】Ｌ１/２（1,910cc）磁器：９色　388×193×H63
丸深型(Ｌ)1/2　O 直運

6-343-14 レッド ￥10,000 （80114210）

6-343-15 ホワイト ￥10,000 （80114220）

6-343-16 ビタヤグレー ￥10,000 （80114230）

6-343-17 チェスナッツブラウン ￥10,000 （80114240）

6-343-18 イエロー ￥10,000 （80114250）

6-343-19 オレンジ ￥10,000 （80114260）

6-343-20 グリーン ￥10,000 （80114270）

6-343-21 ブラウン ￥10,000 （80114280）

6-343-13 ブラック ￥10,000 （80114190）

丸深型（Ｌ）　O 直運

6-343-9   レッド ￥16,600 （80114150）

6-343-10 ホワイト ￥16,600 （80114160）

6-343-11 ビタヤグレー ￥16,600 （80114170）

6-343-12 チェスナッツブラウン ￥16,600 （80114180）

6-343-8   ブラック ￥16,600 （80114140）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

丸チェーフィングディッシュ（Ｌ）



6-344-5 直運  ￥5,800
ステンレス 丸フードパン（Ｍ）　Q
φ340×H65　3.6ℓ （80114340）

6-344-4 直運  ￥8,600
陶器製 丸フードパン（Ｍ）　O
φ325×H50　1.8ℓ （80114330）

6-344-1 直運  ￥57,200
丸チェーフィングディッシュ（Ｍ）　Q
（蓋なし）
382×450×H140 （80114290）
（フードパン無）

6-344-2 直運  ￥72,200
丸チェーフィングディッシュ（Ｍ）　Q
（ガラス蓋付）
382×450×H180 （80114310）
（フードパン無）

6-344-7 （1ケ） 直運
 ￥5,000（￥5,000×2）
メラミン 丸ハーフフードパン（Ｍ）　H
332×166×65　2.74ℓ BU1-10-9（70020510）

6-344-6 直運  ￥9,350
メラミン 丸フードパン（M）　H
φ335×77　3.4ℓ BU1-10-6（70020470）

ガストロノームパン　丸型【深】Ｍ（3,500cc）磁器：５色　φ335×H63

転倒防止アジャスター付なので 
高さのある卓上IH調理器にも安心
してご使用いただけます。

KINGOのドームカバーはフルオー
プン時以外は油圧によりゆっくりと
自然にカバーが閉まりますので音も
静かで安全です。

丸深型（Ｍ）　O 直運

6-344-9   レッド ￥14,400 （80114360）

6-344-10 ホワイト ￥14,400 （80114370）

6-344-11 ビタヤグレー ￥14,400 （80114380）

6-344-12 チェスナッツブラウン ￥14,400 （80114390）

6-344-8   ブラック ￥14,400 （80114350）

6-344-3 直運  ￥25,000
丸チェーフィング（Ｍ）用
デラックススタンド　Q
265×370×H150 （80114320）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

丸チェーフィングディッシュ（Ｍ）



6-345-8 直運  ￥18,000
陶器製1/1ガストロノーム　O
530×320×65　5.6ℓ BU1-8-4（70020310）

6-345-9 直運  ￥10,400
メラミン1/1角フードパン　H
530×332×62　4.6ℓ BU1-8-5（70020320）

6-345-13 （１ケ） ￥5,500（￥5,500×2）
メラミン1/2角フードパン　H 直運
329×265×65　3.0ℓ×2 BU1-8-10（70020340）

6-345-17 （１ケ） ￥6,750（￥6,750×3）
メラミン1/3角フードパン　H 直運
329×176×65　1.7ℓ×3 BU1-8-11（70020230）

陶器製ガストロノーム　O 直運

6-345-11  1/3 ￥5,500 325×170×67　1.5ℓ
BU1-8-9（70020210）

6-345-10  2/3 ￥9,000 355×320×62　3.0ℓ
BU1-8-8（70020190）

6-345-12 （１ケ） ￥8,200（￥8,200×2）
陶器製1/2ガストロノーム　O 直運
330×263×65　2.5ℓ×2 BU1-8-6（70020330）

メラミン角フードパン　H 直運

6-345-15  1/3 ￥6,750 329×176×65　1.7ℓ
BU1-8-13（70020230）

6-345-14  2/3 ￥9,900 354×329×65　4.5ℓ
BU1-8-12（70020220）

6-345-16 （１ケ） ￥5,500（￥5,500×3）
陶器製1/3ガストロノーム　O 直運
325×170×67　1.5ℓ×3 BU1-8-7（70020210）

ステンレス角型フードパン　Q 直運

6-345-5  2/3 ￥4,000 354×327×H65　5.0ℓ
（80114450）

6-345-6  1/2 ￥3,800 327×265×H65　3.8ℓ
（80114460）

6-345-7  1/3 ￥3,200 176×327×H65　2.2ℓ
（80114470）

6-345-4  1/1 ￥4,300 530×327×H65　7.5ℓ
（80114440）

6-345-1 直運  ￥80,400
１/１角チェーフィングディッシュ　Q
（蓋なし）
590×450×H140 （80114410）
（フードパン無）

6-345-2 直運  ￥97,400
１/１角チェーフィングディッシュ　Q
（ガラス蓋付）
590×450×H192 （80114420）
（フードパン無）

6-345-3 直運  ￥30,000
１/１角チェーフィング用
デラックススタンド　Q
555×410×H150 （80114430）

⑩ ⑪

⑭
⑮

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

１/１角チェーフィングディッシュ



6-346-1 直運  ￥74,000
２/３角チェーフィングディッシュ　Q
（蓋なし）
419×404×H140 （80114480）
（フードパン無）

6-346-4 直運  ￥67,200
１/２角チェーフィングディッシュ　Q
（蓋なし）
383×380×H140 （80114520）
（フードパン無）

6-346-2 直運  ￥95,000
２/３角チェーフィングディッシュ　Q
（ガラス蓋付）
419×404×H192 （80114490）
（フードパン無）

6-346-5 直運  ￥86,200
１/２角チェーフィングディッシュ　Q
（ガラス蓋付）
383×380×H180 （80114530）
（フードパン無）

6-346-3 直運  ￥28,000
２/３角チェーフィング用
デラックススタンド　Q
470×410×H150 （80114510）

6-346-6 直運  ￥25,000
１/２角チェーフィング用
デラックススタンド　Q
345×355×H150 （80114540）

２/３角チェーフィング
ディッシュ

１/２角チェーフィング
ディッシュ

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

２/３・１/２角チェーフィングディッシュ



■ガストロノームパン（磁器）一覧表

規 格 サイズ ブラック レッド ホワイト ビタヤグレー チェスナッツ
ブラウン イエロー オレンジ グリーン ブラウン

１/１
浅 530×325

2,200cc
●A -1　

￥16,600
●A -2　

￥16,600
●A -3　

￥16,600
●A -4　

￥16,600
●A -5　

￥16,600

深 530×325
7,300cc

●B -6　
￥20,000

●B -7　
￥20,000

●B -8　
￥20,000

●B -9　
￥20,000

●B -10
￥20,000

２/３
浅 350×325

1,880cc
●C -11
￥8,900

●C -12
￥8,900

●C -13
￥8,900

●C -14
￥8,900

●C -15
￥8,900

深 350×325
4,780cc

●D -16
￥11,200

●D -17
￥11,200

●D -18
￥11,200

●D -19
￥11,200

●D -20
￥11,200

●D -21
￥11,200

●D -22
￥11,200

●D -23
￥11,200

●D -24
￥11,200

１/２
浅 325×265

1,300cc
●E -25
￥7,800

●E -26
￥7,800

●E -27
￥7,800

●E -28
￥7,800

●E -29
￥7,800

深 325×265
3,300cc

●F -30
￥8,900

●F -31
￥8,900

●F -32
￥8,900

●F -33
￥8,900

●F -34
￥8,900

●F -35
￥8,900

●F -36
￥8,900

●F -37
￥8,900

●F -38
￥8,900

１/３
浅 325×176

790cc
●G -39
￥5,600

●G -40
￥5,600

●G -41
￥5,600

●G -42
￥5,600

●G -43
￥5,600

深 325×176
2,000cc

●H -44
￥6,500

●H -45
￥6,500

●H -46
￥6,500

●H -47
￥6,500

●H -48
￥6,500

●H -49
￥6,500

●H -50
￥6,500

●H -51
￥6,500

●H -52
￥6,500

２/４
浅 530×162

1,250cc
●I -53
￥7,800

●I -54
￥7,800

●I -55
￥7,800

●I -56
￥7,800

●I -57
￥7,800

深 530×162
2,600cc

●J -58
￥10,000

●J -59
￥10,000

●J -60
￥10,000

●J -61
￥10,000

●J -62
￥10,000

ガストロノーム１/１　530×325×Ｈ71/Ｈ29　 直運

浅型：５色（2,200cc）深型：５色（7,300cc）

●ブラック
（浅）●A -1 （深）●B -6 

●レッド
（浅）●A -2 （深）●B -7 

●ホワイト
（浅）●A -3 （深）●B -8 

●ビタヤグレー
（浅）●A -4 （深）●B -9 

●チェスナッツブラウン
（浅）●A -5 （深）●B -10

（写真は深型）

ガストロノーム２/４　530×162×Ｈ66/Ｈ31　 直運

浅型：５色（1,250cc）深型：５色（2,600cc）

●ビタヤグレー
（浅）●I -56 （深）●J -61

●チェスナッツブラウン
（浅）●I -57 （深）●J -62

●ホワイト
（浅）●I -55 （深）●J -60

●レッド
（浅）●I -54 （深）●J -59

●ブラック
（浅）●I -53 （深）●J -58

【 深さ 】

浅型
H29～34mm

【 深さ 】

深型
H66～71mm

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

ガストロノームパン



ガストロノーム１/３　327×176×Ｈ71/Ｈ34　 直運

浅型：５色（790cc）深型：５色（2,000cc）　　　　　　　　　　深型：４色（2,000cc）

●ブラック
（浅）●G -39 （深）●H -44

●レッド
（浅）●G -40 （深）●H -45

●イエロー
（深）●H -49 

●オレンジ
（深）●H -50

●ブラウン
（深）●H -52

●グリーン
（深）●H -51

●ホワイト
（浅）●G -41 （深）●H -46

●ビタヤグレー
（浅）●G -42 （深）●H -47

●チェスナッツブラウン
（浅）●G -43 （深）●H -48

ガストロノーム２/３　350×325×Ｈ71/Ｈ32　 直運

浅型：５色（1,880cc）深型：５色（4,780cc）　　　　　　　　　深型：４色（4,780cc）

●グリーン
（深）●D -23

●ホワイト
（浅）●C -13 （深）●D -18

●ビタヤグレー
（浅）●C -14 （深）●D -19

●チェスナッツブラウン
（浅）●C -15 （深）●D -20

●ブラウン
（深）●D -24

●オレンジ
（深）●D -22

●ブラック
（浅）●C -11 （深）●D -16

●レッド
（浅）●C -12 （深）●D -17

●イエロー
（深）●D -21

ガストロノーム１/２　326×265×Ｈ71/Ｈ33　 直運

浅型：５色（1,300cc）深型：５色（3,300cc）　　　　　　　　　深型：４色（3,300cc）

●グリーン
（深）●F -37

●ホワイト
（浅）●E -27 （深）●F -32

●ビタヤグレー
（浅）●E -28 （深）●F -33

●チェスナッツブラウン
（浅）●E -29 （深）●F -34

●ブラウン
（深）●F -38

●オレンジ
（深）●F -36

●ブラック
（浅）●E -25 （深）●F -30

●レッド
（浅）●E -26 （深）●F -31

●イエロー
（深）●F -35

（写真は深型）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

ガストロノームパン



Ｌ
サイズ

6-349-1（Ｌ） 直運  ￥120,000
スマートチェーフィング本体（ガラス）
無地　Q
440×490×195 BU1-11-1（70020550）

6-349-3（Ｌ） 直運  ￥140,000
スマートチェーフィング本体（ガラス）
バイオレット　Q
440×490×195 BU1-11-2（70020560）

6-349-5（Ｌ） 直運  ￥140,000
スマートチェーフィング本体（ガラス）
グリーン　Q
440×490×195 BU1-11-3（70020570）

6-349-4（Ｌ） 直運  ￥140,000
スマートチェーフィング本体（ガラス）
ゴールド　Q
440×490×195 BU1-11-4（70020580）

6-349-2（Ｌ） 直運  ￥140,000
スマートチェーフィング本体（ガラス）
ブラック　Q
440×490×195 BU1-11-5（70020590）

6-349-6（Ｍ） 直運  ￥35,000
スマートスタンド　Q
300×420×140 BU1-10-11（70020530）

洗浄機不可

6-349-7（Ｌ） 直運  ￥37,400
スマートスタンド　Q
350×440×140 BU1-12-11（70020690）

6-349-9（Ｌ） 直運  ￥10,000
ステンレス製フードパン1/1　Q
φ383×66　6.5ℓ BU1-12-10（70020680）

6-349-8（Ｍ） 直運  ￥9,100
ステンレス製丸フードパン1/1　Q
φ328×68　4.5ℓ BU1-10-10（70020520）

6-349-10（Ｍ・L） 直運  ￥5,700
スマートスプーンホルダー　Q
220×118×35 BU1-10-12（70020540）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

丸スマートチェーフィング（Ｌ）本体ガラス　440×490×195



6-350-4 （Ｍ） 直運  ￥120,000
スマートチェーフィング本体（ガラス）
ピンク　Q
380×435×180 BU1-9-4（70020380）

6-350-5 （Ｍ） 直運  ￥120,000
スマートチェーフィング本体（ガラス）
グリーン　Q
380×435×180 BU1-9-5（70020390）

6-350-6 （Ｍ） 直運  ￥120,000
スマートチェーフィング本体（ガラス）
ブラック　Q
380×435×180 BU1-9-6（70020410）

6-350-1 （Ｍ） 直運  ￥100,000
スマートチェーフィング本体（ガラス）
無地　Q
380×435×180 BU1-9-1（70020350）

6-350-2 （Ｍ） 直運  ￥120,000
スマートチェーフィング本体（ガラス）
バイオレット　Q
380×435×180 BU1-9-2（70020360）

6-350-7 （Ｍ） 直運  ￥15,000
チェーフィング専用陶器1/1　O
φ328×71　3.5ℓ BU1-10-4（70020450）

6-350-9   （Ｍ）（1ケ） ￥10,200（￥10,200×2）
陶器1/2　O 直運
φ335×65　3ℓ BU1-10-5（70020460）

6-350-11 （Ｍ） 直運  ￥9,350
丸フードパン　H
φ335×77　3.4ℓ BU1-10-6（70020470）

6-350-8 （Ｌ） 直運  ￥20,000
チェーフィング専用陶器1/1　O
φ388×66　5ℓ BU1-12-4（70020640）

6-350-10 （Ｌ）（1ケ） ￥13,500（￥13,500×2）
陶器1/2　O 直運
φ385×65　4ℓ BU1-12-5（70020650）

6-350-12 （Ｌ） ￥9,000
丸フードパン　H
φ395×70　4ℓ BU1-12-6（70020140）

6-350-13（Ｍ） 直運  ￥15,000
チェーフィング専用陶器 浅型　O
φ335×50　1.5ℓ BU1-10-7（70020480）

6-350-15（Ｍ） 直運  ￥15,000
チェーフィング専用陶器S字仕切　O
φ328×71　2.6ℓ BU1-10-8（70020490）

6-350-17（Ｍ）（1ケ） ￥5,000（￥5,000×2）
メラミン丸ハーフフードパン（M）　H 直運
332×166×65　2.74ℓ BU1-10-9（70020510）

6-350-14（Ｌ） 直運  ￥20,000
チェーフィング専用陶器 浅型　O
φ385×50　2.5ℓ BU1-12-7（70020660）

6-350-16（Ｌ） 直運  ￥18,000
チェーフィング専用陶器1/2 Ｓ字　O
φ388×66　4ℓ BU1-12-8（70020670）

6-350-18（Ｌ）（1ケ） ￥4,800（￥4,800×2）
メラミン丸ハーフフードパン（Ｌ）　H 
φ395×197×70　1.8ℓ BU1-12-9（70020150）

6-350-3 （Ｍ） 直運  ￥120,000
スマートチェーフィング本体（ガラス）
ゴールド　Q
380×435×180 BU1-9-3（70020370）

Ｍ
サイズ

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

丸スマートチェーフィング（Ｍ）本体ガラス　380×435×180



6-351-1 直運  ￥145,000
スマートチェーフィングオブロング（ガラス）
無地　Q
582×445×175 BU1-15-1（70020850）

6-351-2 直運  ￥170,000
スマートチェーフィングオブロング（ガラス）
バイオレット　Q
582×445×175 BU1-15-2（70020860）

6-351-3 直運  ￥170,000
スマートチェーフィングオブロング（ガラス）
ゴールド　Q
582×445×175 BU1-15-3（70020870）

6-351-4 直運  ￥170,000
スマートチェーフィングオブロング（ガラス）
ピンク　Q
582×445×175 BU1-15-4（70020880）

6-351-6 直運  ￥170,000
スマートチェーフィングオブロング（ガラス）
ブラック　Q
582×445×175 BU1-15-6（70020910）

6-351-5 直運  ￥170,000
スマートチェーフィングオブロング（ガラス）
グリーン　Q
582×445×175 BU1-15-5（70020890）

角
ロング

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

角スマートチェーフィング１/１



⑨
⑩

6-352-6 直運  ￥20,000
陶器角ガストロノーム1/1　O
530×325×65　8.7ℓ BU1-16-3（70020940）

6-352-7 （1ケ） 直運  ￥9,650（￥9,650×2）
陶器 角型1/2　O
325×265×65　3.8ℓ×2 BU1-16-4（70020950）

6-352-3 直運  ￥50,000
角型スマートチェーフィングオブロングスタンド　Q
565×440×140 BU1-16-7（70020830）
（オブロング用）

6-352-1 直運  ￥9,000
角型ステンレスフードパン1/1　Q
530×325×65　8.7ℓ BU1-16-10（70020840）

6-352-2 直運  ￥7,700
角型ステンレスフードパン1/2 1セット　Q
325×265×65　3.8ℓ×2 BU1-16-14（70020850）

洗浄機不可

6-352-8 直運  ￥10,400
メラミン1/1角フードパン　H
530×332×62　4.6ℓ BU1-8-5（70020320）

6-352-11 （１ケ） ￥5,500（￥5,500×2）
メラミン1/2角フードパン　H 直運
329×265×65　3.0ℓ×2 BU1-8-10（70020340）

メラミン角フードパン　H 直運

6-352-10  1/3 ￥6,750 329×176×65　1.7ℓ
BU1-8-13（70020230）

6-352-9    2/3 ￥9,900 354×329×65　4.5ℓ
BU1-8-12（70020220） 6-352-12 （１ケ） ￥6,750（￥6,750×3）

メラミン1/3角フードパン　H 直運
329×176×65　1.7ℓ×3 BU1-8-11（70020230）

6-352-4 直運  ￥14,300
陶器角ガストロノーム2/3　O
354×325×65　5.5ℓ BU1-16-5（70020810）

6-352-5 （１ケ） ￥13,500（￥13,500×3）
陶器角ガストロノーム1/3　O 直運
338×180×75　3.8ℓ×3 BU1-16-6（70020820）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

角スマートチェーフィング１/１



6-353-1 直運  ￥135,000
角型スマートチェーフィング
本体（ガラス）無地　Q
410×440×180 BU1-13-1（70020710）

6-353-2 直運  ￥157,800
角型スマートチェーフィング
本体（ガラス）バイオレット　Q
410×440×180 BU1-13-2（70020720）

6-353-3 直運  ￥157,800
角型スマートチェーフィング
本体（ガラス）ゴールド　Q
410×440×180 BU1-13-3（70020730）

6-353-4 直運  ￥157,800
角型スマートチェーフィング
本体（ガラス）ピンク　Q
410×440×180 BU1-13-4（70020740）

6-353-6 直運  ￥157,800
角型スマートチェーフィング
本体（ガラス）ブラック　Q
410×440×180 BU1-13-6（70020760）

6-353-5 直運  ￥157,800
角型スマートチェーフィング
本体（ガラス）グリーン　Q
410×440×180 BU1-13-5（70020750）

角

410

440

180

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

角スマートチェーフィング２/３



⑤ ⑥

⑦ ⑧

6-354-1 直運  ￥14,300
陶器 角ガストロノーム2/3　O
354×325×65　5.5ℓ BU1-14-4（70020810）

6-354-4 直運  ￥9,900
メラミン2/3角フードパン　H
354×329×65　4.5ℓ BU1-14-7（70020220）

6-354-2 （１ケ） ￥13,500（￥13,500×2）
陶器 1/3　O 直運
338×180×75　3.8ℓ×2 BU1-14-5（70020820）

6-354-3 （１ケ） ￥6,750（￥6,750×2）
フードパン（メラミン製1/3）　H 直運
329×176×65　1.7ℓ×2 BU1-14-8（70020230）

6-354-9 直運  ￥8,000
角型ステンレスフードパン2/3　Q
335×325×65　5.5ℓ BU1-14-6（70020830）

6-354-10 直運  ￥39,000
角型スマートチェーフィングスタンド　Q
455×405×140 BU1-14-9（70020240）

洗浄機不可

陶磁器2/3（深）O 直運

6-354-6 レッド ￥11,200 350×325×H71
（80114730）

6-354-5 ブラック ￥11,200 350×325×H71
（80114720）

陶磁器1/3（深）O 直運

6-354-8 レッド ￥6,500 327×176×H71
（80115040）

6-354-7 ブラック ￥6,500 327×176×H71
（80115030）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

角スマートチェーフィング２/３



真空断熱ステンレスポット

墨

寿

墨

寿

墨

寿

卓上ステンレスポット　0.7ℓ　Q 直運

6-355-10（寿） ￥6,000 190×120×H165
（80115430）

6-355-9  （墨） ￥6,000 190×120×H165
（80115420）

卓上ステンレスポット　1.0ℓ　Q 直運

6-355-12（寿） ￥6,500 190×125×H190
（80115450）

6-355-11（墨） ￥6,500 190×125×H190
（80115440）

卓上ステンレスポット　1.5ℓ　Q 直運

6-355-14（寿） ￥7,200 190×125×H230
（80115470）

6-355-13（墨） ￥7,200 190×125×H230
（80115460）

スープレードル（シリコン）長柄　Q 直運
6-355-5  90cc ￥1,650 φ75×372

（80115370）

6-355-6  144cc ￥1,790 φ85×375
（80115380）

6-355-7  180cc ￥1,960 φ90×375
（80115390）

横口レードル　Q 直運
6-355-8  90cc ￥1,790 113×75×柄長370

（80115410）

6-355-2 直運  ￥45,300
湯煎式スープジャー　Q
φ320×Ｈ335　11ℓ・5.1kg （80115340）

6-355-3 直運  ￥45,300
湯煎式スープジャー　Q
φ320×Ｈ315　7ℓ・4.8kg （80115350）

6-355-4 直運  ￥34,300
湯煎式スープジャー（中鍋なし）　Q
φ320×Ｈ280　4.2kg （80115360）

※中鍋のないタイプです。
　 レトルトパックのボイルや
保温又、湯煎にも最適です。

6-355-1 直運  ￥60,000
湯煎式電気スープケトル　Q
φ350×Ｈ390 （80115330）

電源：単相　100V　50/60Hz
消費電力：600W
容量：10ℓ（満水）
温度調節：30℃～ 90℃（ダイヤル式）
サーモスタット：バイメタル式
サーモスタット（105℃）
温度過昇防止装置：手動復帰型バイメタル式
　　　　　　　　　サーモスタット（115℃）
コードの長さ：約1.5m
質量：約6.5㎏
●内部容器はステンレス製です。

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

スープジャー



ビュッフェウォーマー温かい食材を下側から保温する、オープンタイプのウォーマーです。

■炊きたてのご飯を羽 で保温。和の雰囲気で美味しさを演出。
■電気式（100V）で外観もコンパクト！設置し易く、簡単操作。

木枠
ビュッフェウォーマー用の
化粧枠です。

6-356-3 直運  ￥105,000
FWB60A ビュッフェウォーマー
600×420×Ｈ67 BU1-18-4（70020960）
電源/単相　100V　50/60Hz
定格消費電力/200W
質量/5㎏
温度調節：可変式サーモスタット
温度範囲：プレート温度　約30～90℃

※設置イメージ

100v

30～90℃保温

ホテルやレストラン等の
 ビュッフェバイキングに最適！

羽釜ウォーマー 直運

6-356-2 3升用（FHW30A） ￥203,000
材質：羽釜/アルミ（内面テフロン加工）
　　　蓋/ひのき

（80115490）

6-356-1 2升用（FHW20A） ￥197,000（80115480）

※本製品は保温機能のみの電気式ウォーマーです。（炊飯機能はありません。）

FHW20A FHW30A
サ イ ズ φ280×H307（木蓋含む） φ300×H322（木蓋含む）
サイズ 内 φ264×H208 φ284×H223

セットサイズ 454×454×H363 454×454×H368
木 台 サ イズ 454×454×H185
電 源 単相100V　50/60Hz
消 費 電 力 300W
容 量 11.0ℓ 15.3ℓ
質 量 14kg

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

電気式 羽釜型ウォーマー


