1017 厨房用品

製菓用品

販売トレー・バスケット・ＰＯＰ

料理道具

①〜④ガラス製

調理小物
調理機械
厨房機器・
設備

❶リビー セレーヌ
ケーキスタンド №8471

❷リビー セレーヌ
3段スタンドセット №8019

〈PLB-51〉6-1017-0101 ￥4,000

❸リビー セレーヌ
ケーキドームセット
№55782

〈PLB-48〉6-1017-0201 ￥9,100

セット時寸法：φ330×H370
セット内容：φ330×H121 φ270×H126
φ190×H123
※セット販売のみになります｡

φ330×H121

❹リビー セレーヌ
ミニケーキドームセット
№8114

〈RLB-JQ〉6-1017-0301 ¥6,300

〈PLB-47〉6-1017-0401 ￥4,000

φ330×H330
φ330×H121
スタンド：
φ267×H210
ドーム：
※セット販売のみになります。

φ190×H240
ドームサイズ：φ169×H117
スタンドサイズ：φ190×H123
※セット販売のみになります｡

サービス
用品

カル・ミル（アクリル製）

喫茶用品

※⑤⑥のカバーは⑦〜⑫にセットして御使用出来ます。

軽食・
鉄板焼用品

❺ ケーキカバー〈WKC-L6〉
内径

有効高さ

❻ グルメカバー〈WGL-08〉

製菓用品

×H170
（153）￥10,500
6-1017-0501 312-10 φ281（240）
×H185
（158）￥13,200
6-1017-0502 312-12 φ353（300）
×H212
（170）￥20,000
6-1017-0503 312-15 φ412（365）
×H232
（195）￥26,500
6-1017-0504 312-18 φ499（440）

6-1017-0601
6-1017-0602
6-1017-0603
6-1017-0604
6-1017-0605
6-1017-0606

311- 7
311- 9
311-10
311-12
311-15
311-18

内径

有効高さ

φ204
（170）
×H130
（ 80）￥ 7,200
φ257
（220）
×H150
（110）￥ 8,900
φ285
（240）
×H161
（125）￥10,400
φ346
（300）
×H192
（140）￥13,200
φ417
（365）
×H210
（180）￥21,000
φ502
（445）
×H252
（215）￥21,500

❼ シャロートレー クリアー〈WSY-14〉
6-1017-0701
6-1017-0702
6-1017-0703
6-1017-0704
6-1017-0705
6-1017-0706

※
（

315- 7C φ187（140）×H18 ￥ 3,600
315- 9C φ239（200）×H20 ￥ 5,000
315-10C φ265（205）×H25 ￥ 7,600
315-12C φ327（250）×H31 ￥ 9,000
315-15C φ394（315）×H25 ￥11,600
315-18C φ475（385）×H29 ￥13,200

）
サイズは底面内寸法です。

棚・ワゴン
洗浄用ラック

❽ ディープトレー クリアー

清掃用品

〈WDI-05〉
6-1017-0801
6-1017-0802
6-1017-0803
6-1017-0804
6-1017-0805
※
（

316- 9C φ240（200）×H60 ￥ 6,300
316-10C φ263（215）×H65 ￥ 8,300
316-12C φ325（270）×H74 ￥13,200
316-15C φ390（320）×H80 ￥15,400
316-18C φ473（385）×H92 ￥19,300

❾ スクウェアー ペデスタル
クリアー ハイタイプ〈WPD-02〉

6-1017-0901 317-12C7 φ328（250）×H182 ￥11,000
6-1017-0902 317-15C7 φ395（320）×H166 ￥13,000
6-1017-0903 317-18C7 φ472（385）×H166 ￥16,500

※
（

）
サイズは底面内寸法です。

長靴・白衣

 ゴールドトリム ペデスタル
ホワイト ロータイプ〈WPD-05〉
6-1017-1101 319- 9W4 ￥10,000
φ240（200）
×H100

6-1017-1102 319-10W4 ￥11,500
φ264（210）
×H108

6-1017-1103 319-12W4 ￥12,000

消耗品

φ328（250）
×H108

6-1017-1104 319-15W4 ￥14,000
φ395（320）
×H166

6-1017-1105 319-18W4 ￥17,500

0,123456789

6-1017-1001 317-15C4 ￥13,000
φ395（320）
×H166

6-1017-1002 317-18C4 ￥16,000
※
（

）
サイズは底面内寸法です。

※
（

 スクウェアー ペデスタル
クリアー ロータイプ〈WPD-04〉

φ472（385）
×H166
）
サイズは底面内寸法です。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

φ472（385）
×H166
）
サイズは底面内寸法です。

 ゴールドトリム ペデスタル
ホワイト ハイタイプ〈WPD-03〉
6-1017-1201
6-1017-1202
6-1017-1203
6-1017-1204
6-1017-1205

※
（

319- 9W7 φ240（200）×H173 ￥10,000
319-10W7 φ264（210）×H179 ￥11,500
319-12W7 φ328（250）×H182 ￥12,000
319-15W7 φ395（320）×H166 ￥14,000
319-18W7 φ472（385）×H166 ￥17,500

）
サイズは底面内寸法です。

