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新製品カタログ



1 ※表示価格は、税別価格になります。

モダンなデザインとスマートな機能。シンプルなスタイルでも、エレガントな演出でも、
使用するシーンを選びません。次世代のデザインと優れた機能性を兼ね備え、
お料理をより美しく、より華やかに引き立ててくれます。

カバーは取り外し可能でシチュエーション
に応じてオープンタイプにもできます。
洗浄が簡単で収納もしやすくなります。

�カバーについた蒸気は、内側の
フチ部分に集められ、効率よく
ウォータパンへ戻ります。

�本体に施されたノッチ（くぼみ）に
よりフードパンが取り出しやすく、
交換もスムーズに行えます。

背面アジャスターでしっかり
支えるので、転倒などの心配
はいりません。

ヒンジ部分は耐久性に優れた
スプリング式を採用。軽いタッチ
で開閉でき、カバーもホールド
しやすくなっています。

�表面は高級感あふれる鏡面
仕上げのステンレス製です。

KINGO ステンレス ロイヤル丸チェーフィングディッシュ フードパン無
❶ ガラスカバー式 大 J301

〈NKV-50〉　6-1419-0101 �￥102,000 
440×540×H160

❷ ステンレスカバー式 大 J301G
〈NKV-51〉　6-1419-0201 �￥102,000 
440×540×H160

●②●①

注意！ ※フードパンは付属していません。③〜⑥よりお選びください｡

KINGOチェーフィング用 丸型フードパン
❹ TKG アルミキャスト

フードパン 大
〈NHC-35〉　6-1419-0401 �￥8,600 
φ390×H70　5.4ℓ
●�熱伝導が良く全面を均一に保温します｡
���保温効果に優れています｡

❻ UK アルミキャスト
セラミック塗装フードパン L

〈NHC-25〉　6-1419-0601 �￥12,500 
φ390×H70　5.4ℓ

❸ステンレス
フードパン 大

〈NTE-Q2〉　6-1419-0301 �￥8,000 
φ390×H65　5.0ℓ

❺ 陶器製フードパン
仕切無 PA372

〈NHC-17〉　6-1419-0501 �￥8,700 
φ390×H70　3.5ℓ

ポイント
●IH調理器を熱源として使用する湯煎式タイプのチェーフィングディッシュです。
●�オプションのスタッキングスタンドを使用すれば、電気式ヒーティングプレートやチェーフィング燃料、
固形燃料でもお使いいただけます。

KINGO ロイヤルビュッフェシリーズ IH調理器タイプ

※その他エコクリーン・仕切付フードパンはP.13をご参照ください。



2※表示価格は、税別価格になります。

� DB-500
（チェーフィングスタンドC104・100・80専用）
〈NKV-42〉　6-1420-1001 �￥32,000
φ220×Ｈ40
電源：単相100V��消費電力：500W
コード長さ：約1.6m

� DB-350
（チェーフィングスタンドC90・70専用）
〈NKV-43〉　6-1420-1101 �￥31,000
φ175×Ｈ40
電源：単相100V��消費電力：350W
コード長さ：約1.6m

KINGO ロイヤルビュッフェスタッキングスタンド専用
電気ヒーティングプレート

※�ロイヤルビュッフェ�チェーフィング用スタッキングスタンド専用の
電気ヒーティングプレートです。�
ご注文の際はスタンドのサイズ・品番をご確認ください。

●●⑩ ●●⑪

KINGO ロイヤルビュッフェシリーズ スタッキングスタンド

収納性に優れたスタッキングスタンド。
ロイヤルビュッフェ�シリーズのチェーフィングを固形ランプやチェーフィング燃料、
専用の電気式ヒーティングプレートで使用できます。チェーフィングをセットしたまま
スタッキングできるので収納時にも場所をとりません。

チェーフィングをセットしたままでもスタッキングでき、コンパクトに収納できます。

❽ C80（J301専用）
〈NKV-40〉　6-1420-0801 �￥33,000
440×440×Ｈ280
チェーフィングセット時高さ：360
●固形ランプ×1付属
●丸チェーフィングJ301専用スタンドです。
●別売の専用電気ヒーティングプレート
　DB-500が使用できます。

❾ C70（J305専用）
〈NKV-41〉　6-1420-0901 �￥31,000
390×390×Ｈ280
チェーフィングセット時高さ：360
●固形ランプ×1付属
●丸チェーフィング�小�J305専用スタンドです。
●別売の専用電気ヒーティングプレート
　DB-350が使用できます。

KINGO ロイヤルビュッフェ
丸チェーフィング用スタッキングスタンド

●●⑧ ●●⑨

❸ステンレス
フードパン 小

〈NTE-Q3〉
6-1420-0301 �￥5,800
φ340×H65　3.6ℓ

KINGOチェーフィング用 丸型フードパン
❺ 陶器製フードパン

J305（小）用
〈NTE-N6〉
6-1420-0501 �￥8,600
φ約325×H50　1.8ℓ

❻ UK アルミキャスト
セラミック塗装
フードパン S 

〈NHC-29〉
6-1420-0601 �￥10,500 
φ330×H70　3.5ℓ

❼メラミン 丸型フードパン 
    33㎝ UL-3377W

〈NTE-R5〉 E
6-1420-0701 �￥9,000 
φ335×H77　3.46ℓ

●●① ●②

コンパクトで省スペース設計。
 小宴会でも料理のムダが少ないエコサイズ。
KINGO ステンレス 
ロイヤル丸チェーフィングディッシュ フードパン無
❶ ガラスカバー式 小 J305

〈NKV-52〉　6-1420-0101 �￥94,200 
390×490×H160

❷ ステンレスカバー式 小 J305G
〈NKV-53〉　6-1420-0201 �￥94,200 
390×490×H160

❹ TKG アルミキャスト
フードパン 小

〈NHC-34〉
6-1420-0401 �￥7,400 
φ330×H70　3.5ℓ

保温効果に優れています。

注意！ ※フードパンは付属していません。③〜⑦よりお選びください｡

※その他エコクリーンフードパンはP.13をご参照ください。



3 ※表示価格は、税別価格になります。

ポイント
●IH調理器を熱源として使用する湯煎式タイプのチェーフィングディッシュです。
●�オプションのスタッキングスタンドを使用すれば、電気式ヒーティングプレートやチェーフィング燃料、
固形燃料でもお使いいただけます。

●②●①
陶器使用例

1/1サイズ×1枚 2/3サイズ×1枚、
1/3サイズ×1枚

1/3サイズ×3枚

KINGO ステンレス 
ロイヤル角チェーフィングディッシュ フードパン無
❶ ガラスカバー式 

フルサイズ J304
〈NKV-44〉　6-1421-0101 �￥130,700 
590×450×H192

❷ ステンレスカバー式 
フルサイズ J304G

〈NKV-45〉　6-1421-0201 �￥130,700 
590×450×H192

●③

KINGOチェーフィング用 角型フードパン

●④

❺ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 2/3サイズ

〈NGS-12〉6-1421-0501 �￥9,000
354×325×H65　3.0ℓ

❹ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/1サイズ

〈NGS-10〉6-1421-0401 �￥11,700
530×325×H65　5.6ℓ

●⑥ ●⑦

❻ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/2サイズ

〈NGS-13〉6-1421-0601 �￥8,200
325×265×H65　2.5ℓ

❼ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/3サイズ

〈NGS-14〉6-1421-0701 �￥5,500
325×176×H65　約1.5ℓ

❽メラミン 角型フードパン 
     2/3サイズ UL-2365W

〈NTE-R3〉E 6-1421-0801 �￥9,500 
354×329×H65　4.5ℓ

❾メラミン 角型フードパン 
     1/3サイズ UL-1365W

〈NTE-R4〉E 6-1421-0901 �￥6,500 
329×176×H65　1.78ℓ

�メラミン 角型フードパン 
     2/3サイズ UL-2365W

〈NTE-R3〉E 6-1421-1601 �￥9,500
354×329×H65　4.5ℓ

�メラミン 角型フードパン 
     1/3サイズ UL-1365W

〈NTE-R4〉E 6-1421-1701 �￥6,500
329×176×H65　1.78ℓ

KINGOチェーフィング用 角型フードパン
� 陶器製ガストロノーム

ディッシュ 2/3サイズ
〈NGS-12〉6-1421-1301 �￥9,000
354×325×H65　3.0ℓ

� 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/3サイズ

〈NGS-14〉6-1421-1401 �￥5,500
325×176×H65　1.5ℓ

� UK アルミキャスト
セラミック塗装
角フードパン 2/3サイズ

〈NHC-27〉　6-1421-1501 �￥15,500 
354×325×H70　5.0ℓ

KINGO ステンレス ロイヤル
角チェーフィングディッシュ 
フードパン無
� ガラスカバー式 2/3 J302

〈NKV-46〉　6-1421-1001 �￥123,000 
410×480×H160

� ステンレスカバー式 2/3 J302G
〈NKV-47〉　6-1421-1101 �￥123,000 
410×480×H160

●⑩ ●⑪

❸ステンレスフードパン
〈ＮＴＥ-Ｑ4〉
6-1421-0301 �1/1サイズ ￥4,300
� 530×327×H65  7.5ℓ
6-1421-0302 �2/3サイズ ￥4,000
� 354×327×H65  5.0ℓ
6-1421-0303 �1/2サイズ ￥3,800
� 327×265×H65  3.8ℓ
6-1421-0304 �1/3サイズ ￥3,200
� 176×327×H65  2.2ℓ�

�ステンレスフードパン
〈ＮＴＥ-Ｑ4〉
6-1421-1201 �2/3サイズ ￥4,000
� 354×327×H65  5.0ℓ
6-1421-1202 �1/3サイズ ￥3,200
� 176×327×H65  2.2ℓ�

●⑯ ●⑰

●⑧ ●⑨

注意！ ※フードパンは付属していません。⑫〜⑰よりお選びください｡

●⑤

※ハーフサイズでご使用の場合はP.12⑥アダプターバー1/1、2/3サイズ用をご使用ください。

※ハーフサイズでご使用の場合はP.12⑥アダプターバー1/1、2/3サイズ用をご使用ください。

注意！ ※フードパンは付属していません。③〜⑨よりお選びください｡

1/1 SIZE

2/3 SIZE

モダンなデザインとスマートな機能。シンプルなスタイルでも、エレガントな演出でも、
使用するシーンを選びません。次世代のデザインと優れた機能性を兼ね備え、
お料理をより美しく、より華やかに引き立ててくれます。

KINGO ロイヤルビュッフェシリーズ IH調理器タイプ

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。

●⑭●⑬



4※表示価格は、税別価格になります。

❼ C104（フルサイズJ304専用）
〈NKV-37〉　6-1422-0701 �￥38,000
670×380×Ｈ280
チェーフィングセット時高さ：360
●固形ランプ×2付属
●角チェーフィングJ304フルサイズ専用
　スタンドです。
●別売の専用電気ヒーティングプレート
　DB-500が使用できます。

❽ C100（J302専用）
〈NKV-38〉　6-1422-0801 �￥34,500
490×380×Ｈ280
チェーフィングセット時高さ：360
●固形ランプ×1付属
●角チェーフィングJ302専用スタンドです。
●別売の専用電気ヒーティングプレート
　DB-500が使用できます。

❾ C90（小 J306専用）
〈NKV-39〉　6-1422-0901 �￥31,000
460×320×Ｈ280
チェーフィングセット時高さ：360
●固形ランプ×1付属
●角チェーフィングJ306専用スタンドです。�
●別売の専用電気ヒーティングプレート
　DB-350が使用できます。

KINGO ロイヤルビュッフェ
角チェーフィング用スタッキングスタンド

●⑦
●⑧ ●⑨

� DB-500
（チェーフィングスタンドC104・100・80専用）
〈NKV-42〉　6-1422-1001 �￥32,000
φ220×Ｈ40
電源：単相100V��消費電力：500W
コード長さ：約1.6m

� DB-350（チェーフィングスタンドC90・70専用）
〈NKV-43〉　6-1422-1101 �￥31,000
φ175×Ｈ40
電源：単相100V��消費電力：350W
コード長さ：約1.6m

KINGO ロイヤルビュッフェスタッキングスタンド専用
電気ヒーティングプレート

※�ロイヤルビュッフェ�チェーフィング用スタッキングスタンド専用の
電気ヒーティングプレートです。

���ご注文の際はスタンドのサイズ・品番をご確認ください。

●●⑩ ●●⑪

KINGOチェーフィング用 角型フードパン
❸ステンレス フードパン

1/2サイズ
〈ＮＴＥ-Ｑ4〉6-1422-0301 �￥3,800
327×265×H65�3.8ℓ

●④ ●⑤

❹ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/2サイズ

〈NGS-13〉6-1422-0401 �￥8,200
325×265×H65　2.5ℓ

❺ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/4サイズ

〈NGS-15〉6-1422-0501 �￥5,100
265×160×H65　約1.1ℓ

❻ UK アルミキャスト
セラミック塗装
角フードパン 1/2サイズ

〈NHC-24〉　6-1422-0601 �￥13,500 
330×270×H70　3.5ℓ

●①

●②

❶ガラスカバー式1/2 J306
〈NKV-48〉　6-1422-0101 �￥110,200 
380×410×H160

❷ステンレスカバー式1/2 J306G
〈NKV-49〉　6-1422-0201 �￥110,200 
380×410×H160

KINGO ステンレス 
ロイヤル角チェーフィングディッシュ フードパン無

※�P.12⑥アダプターバー1/2サイズ用を
ご使用下さい。

注意！ ※フードパンは付属していません。③〜⑥よりお選びください｡

1/2 SIZE

コンパクトで省スペース設計。
 小宴会でも料理のムダが少ないエコサイズ。

KINGO ロイヤルビュッフェシリーズ スタッキングスタンド

収納性に優れたスタッキングスタンド。
ロイヤルビュッフェ�シリーズのチェーフィングを固形ランプや
チェーフィング燃料、専用の電気式ヒーティングプレートで使用
できます。チェーフィングをセットしたままスタッキングできるので
収納時にも場所をとりません。

チェーフィングをセットしたままでもスタッキングでき、コンパクトに収納できます。

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。



5 ※表示価格は、税別価格になります。

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。

①

②

KINGOチェーフィング用 丸型フードパン
❹ TKG アルミキャスト

フードパン 大
〈NHC-35〉　6-1423-0401 �￥8,600 
φ390×H70　5.4ℓ
●熱伝導が良く全面を均一に保温します｡

❶ ガラスカバー式 大 A6711
〈NKV-54〉　6-1423-0101 �￥77,000 
425×470×H190

❷ ステンレスカバー式 大 A6711G
〈NKV-55〉　6-1423-0201 �￥77,000 
425×470×H190

KINGO ステンレス 
IH丸チェーフィングディッシュ フードパン無

❻ UK アルミキャスト
セラミック塗装フードパン L

〈NHC-25〉　6-1423-0601 �￥12,500 
φ390×H70　5.4ℓ

❸ステンレス
フードパン 大

〈NTE-Q2〉　6-1423-0301 �￥8,000 
φ390×H65　5.0ℓ

❺ 陶器製フードパン
仕切無 PA372

〈NHC-17〉　6-1423-0501 �￥8,700 
φ390×H70　3.5ℓ

保温効果に優れています。

注意！ ※フードパンは付属していません。③〜⑥よりお選びください｡

火を使わないIH仕様タイプで安全、安心！
IH調理器を熱源として使用する湯煎式タイプのチェーフィングディッシュです。
カバー式タイプは蓋が簡単に取り外しできるのでシーンに合わせてオープンタイプとしても使用できます。

KINGO ビュッフェシリーズ IH調理器タイプ

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。

※その他エコクリーン・仕切付フードパンはP.13をご参照ください。



6※表示価格は、税別価格になります。

KINGO 丸チェーフィング用スタンド 
デラックスタイプ 
❽ C30（A6711用）

〈NTE-P1〉6-1424-0801 �￥26,000
305×420×H150
チェーフィングセット時高さ：�300
●�KINGO�丸チェーフィングA6711・
　A6712専用スタンドです。
※固形ランプは別売です。

❾ C20（小 D105用）
〈NTE-P2〉6-1424-0901 �￥25,000
265×370×H150
チェーフィングセット時高さ：�300
●�KINGO�丸チェーフィングＤ105専用
　スタンドです。
※固形ランプは別売です。

� KINGO チェーフィング用
固形ランプ NY-CF-LAMP

〈NTE-P5〉6-1424-1001 �￥2,300
φ95×165×H60
●�KINGOチェーフィングスタンドデラックス・
スタンダードで使える固形ランプです。
●�KINGO回転カバー式チェーフィングにも
ご使用できます。

⑧ ⑨

豪華さと気品のあるデラックスタイプ。
エレガントなビュッフェシーンを演出します。

②
①

❸ステンレス
フードパン 小

〈NTE-Q3〉
6-1424-0301 �￥5,800
φ340×H65　3.6ℓ

KINGOチェーフィング用 丸型フードパン
❼メラミン 丸型フードパン 
    33㎝ UL-3377W

〈NTE-R5〉 E
6-1424-0701 �￥9,000 
φ335×H77　3.46ℓ

❹ TKG アルミキャスト
フードパン 小

〈NHC-34〉
6-1424-0401 �￥7,400 
φ330×H70　3.5ℓ

KINGO ステンレス 
IH丸チェーフィングディッシュ フードパン無
❶ ガラスカバー式 小 D105 

〈NKV-56〉　6-1424-0101 �￥72,200 
382×450×H180

❷ ステンレスカバー式 小 D105G
〈NKV-57〉　6-1424-0201 �￥72,200 
382×450×H180

❺ 陶器製フードパン
D105（小）用

〈NTE-N6〉
6-1424-0501 �￥8,600
φ約325×H50　1.8ℓ

❻ UK アルミキャスト
セラミック塗装
フードパン S 

〈NHC-29〉
6-1424-0601 �￥10,500 
φ330×H70　3.5ℓ

保温効果に優れています。

注意！ ※フードパンは付属していません。
　③〜⑦よりお選びください｡

※その他エコクリーンフードパンはP.13をご参照ください。



7 ※表示価格は、税別価格になります。

陶器使用例

1/1サイズ×1枚 2/3サイズ×1枚、
1/3サイズ×1枚

1/3サイズ×3枚

●③

KINGOチェーフィング用 角型フードパン

●④ ●⑥ ●⑦

❽メラミン 角型フードパン 
     2/3サイズ UL-2365W

〈NTE-R3〉E 6-1425-0801 �￥9,500 
354×329×H65　4.5ℓ

❾メラミン 角型フードパン 
     1/3サイズ UL-1365W

〈NTE-R4〉E 6-1425-0901 �￥6,500 
329×176×H65　1.78ℓ

�メラミン 角型フードパン 
     2/3サイズ UL-2365W

〈NTE-R3〉E 6-1425-1601 �￥9,500
354×329×H65　4.5ℓ

�メラミン 角型フードパン 
     1/3サイズ UL-1365W

〈NTE-R4〉E 6-1425-1701 �￥6,500
329×176×H65　1.78ℓ

KINGOチェーフィング用 角型フードパン

KINGO ステンレス IH角チェーフィングディッシュ フードパン無
❶ ガラスカバー式1/1 D104

〈NKV-58〉　6-1425-0101 �￥97,400 
590×450×H192

❷ ステンレスカバー式1/1 D104G
〈NKV-59〉　6-1425-0201 �￥97,400 
590×450×H192

①

②

KINGO ステンレス 
IH角チェーフィングディッシュ 
フードパン無
� ガラスカバー式2/3 D102

〈NKV-60〉　6-1425-1001 �￥95,000 
419×404×H192

� ステンレスカバー式2/3 D102G
〈NKV-61〉　6-1425-1101 �￥95,000 
419×404×H192

❸ステンレスフードパン〈ＮＴＥ-Ｑ4〉
6-1425-0301 �1/1サイズ ￥4,300
� 530×327×H65  7.5ℓ
6-1425-0302 �2/3サイズ ￥4,000
� 354×327×H65  5.0ℓ
6-1425-0303 �1/2サイズ ￥3,800
� 327×265×H65  3.8ℓ
6-1425-0304 �1/3サイズ ￥3,200
� 176×327×H65  2.2ℓ�

❺ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 2/3サイズ

〈NGS-12〉6-1425-0501 �￥9,000
354×325×H65　3.0ℓ

❹ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/1サイズ

〈NGS-10〉6-1425-0401 �￥11,700
530×325×H65　5.6ℓ

❻ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/2サイズ

〈NGS-13〉6-1425-0601 �￥8,200
325×265×H65　2.5ℓ

❼ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/3サイズ

〈NGS-14〉6-1425-0701 �￥5,500
325×176×H65　約1.5ℓ

⑪⑩

� 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 2/3サイズ

〈NGS-12〉6-1425-1301 �￥9,000
354×325×H65　3.0ℓ

� 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/3サイズ

〈NGS-14〉6-1425-1401 �￥5,500
325×176×H65　1.5ℓ

�ステンレスフードパン
〈ＮＴＥ-Ｑ4〉
6-1425-1201 �2/3サイズ ￥4,000
� 354×327×H65  5.0ℓ
6-1425-1202 �1/3サイズ ￥3,200
� 176×327×H65  2.2ℓ�

� UK アルミキャスト
セラミック塗装
角フードパン 2/3サイズ

〈NHC-27〉　6-1425-1501 �￥15,500 
354×325×H70　5.0ℓ

●⑯ ●⑰

●⑧ ●⑨

注意！ ※フードパンは付属していません。③〜⑨よりお選びください｡

●⑤

注意！ ※フードパンは付属していません。⑫〜⑰よりお選びください｡

※ハーフサイズでご使用の場合はP.12⑥アダプターバー1/1、2/3サイズ用をご使用ください。

※ハーフサイズでご使用の場合はP.13⑥アダプターバー1/1、2/3サイズ用をご使用ください。

1/1 SIZE

2/3 SIZE

火を使わないIH仕様タイプで安全、安心！IH調理器を熱源として使用する湯煎式タイプのチェーフィングディッシュです。
カバー式タイプは蓋が簡単に取り外しできるのでシーンに合わせてオープンタイプとしても使用できます。角型タイプは半分の
サイズのフードパンを入れて、2つ仕切りにもでき、料理のバリエーションがひろがります。（別売のアダプターバーが必要になります。）

KINGO ビュッフェシリーズ IH調理器タイプ

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。

●⑭●⑬



8※表示価格は、税別価格になります。

KINGOチェーフィング用 角型フードパン
❸ステンレス フードパン

1/2サイズ
〈ＮＴＥ-Ｑ4〉6-1426-0301 �￥3,800
327×265×H65�3.8ℓ

KINGO 角チェーフィング用スタンド スタンダードタイプ 
�ＮＹ-1/1（フルサイズD104用）

〈NTE-P3〉6-1426-1001 �￥21,000
642×358×H205
チェーフィングセット時高さ：�295
●�KINGO�角チェーフィングフルサイズ
　Ｄ104専用スタンドです。
※固形ランプ×2は別売です。

�ＮＹ-2/3（2/3サイズ D102用）
〈NTE-P4〉6-1426-1101 �￥19,000
475×350×H205
チェーフィングセット時高さ：�295
●�KINGO�角チェーフィングＤ102専用
　スタンドです。
※固形ランプは別売です。

スタンド 適応チューフィング

NY-1/1 カバー式�D104・D104Gオープンスタイル�D104ＦＮ

NY-2/3 カバー式�D102・D102Ｇオープンスタイル�Ｄ102FN

シンプルで飽きのこないデザインの
スタンダードタイプ。

⑩
⑪

� KINGO チェーフィング用
固形ランプ NY-CF-LAMP

〈NTE-P5〉6-1426-1201 �￥2,300
φ95×165×H60
●�KINGOチェーフィングスタンドデラックス・
スタンダードで使える固形ランプです。
●�KINGO回転カバー式チェーフィングにも
ご使用できます。

KINGO 角チェーフィング用スタンド デラックスタイプ　※固形ランプは別売です。 
❼ C60（フルサイズD104用）

〈NTE-O8〉6-1426-0701 �￥30,000
555×410×H150
チェーフィングセット時高さ：�300
●�KINGO�角チェーフィングフルサイズ
　Ｄ104専用スタンドです。
※固形ランプは別売です。

❽ C50（2/3サイズ D102用）
〈NTE-O9〉6-1426-0801 �￥28,000
470×410×H150
チェーフィングセット時高さ：�300
●�KINGO�角チェーフィングＤ102専用
　スタンドです。

❾ C40（1/2サイズ 小 D106用）
〈NTE-P0〉6-1426-0901 �￥25,000
345×355×H150
チェーフィングセット時高さ：�300
●�KINGO�角チェーフィング小Ｄ106専用
　スタンドです。

豪華さと気品のあるデラックスタイプ。
エレガントなビュッフェシーンを演出します。

背面にはチェーフィン
グのアジャスター受け
が付いていますので、
安定感があり、転倒を
防止します。

デラックスタイプ 

スタンド 適応チューフィング

C60 カバー式�D104・D104G
オープンスタイル�D104ＦＮ

C50 カバー式�D102・D102Ｇ
オープンスタイル�Ｄ102FN

C40 カバー式�D106・Ｄ106Ｇ
オープンスタイル�Ｄ106FN

①

②

KINGO ステンレス 
IH角チェーフィングディッシュ フードパン無
❶ ガラスカバー式1/2 D106

〈NKV-62〉　6-1426-0101 �￥86,200 
383×380×H180

❷ ステンレスカバー式1/2 D106G
〈NKV-63〉　6-1426-0201 �￥86,200 
383×380×H180

❹ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/2サイズ

〈NGS-13〉6-1426-0401 �￥8,200
325×265×H65　2.5ℓ

❺ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/4サイズ

〈NGS-15〉6-1426-0501 �￥5,100
265×160×H65　約1.1ℓ
※�P.12⑥アダプターバー1/2サイズ用
をご使用下さい。

❻ UK アルミキャスト
セラミック塗装
角フードパン 1/2サイズ

〈NHC-24〉　6-1426-0601 �￥13,500 
330×270×H70　3.5ℓ

注意！ ※フードパンは付属していません。③〜⑥よりお選びください｡

1/2 SIZE

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。

●④ ●⑤



9 ※表示価格は、税別価格になります。

KINGOチェーフィング用 丸型フードパン
❹ 陶器製フードパン

仕切無 PA372
〈NHC-17〉　6-1427-0401 �￥8,700 
φ390×H70　3.5ℓ

❺ UK アルミキャスト
セラミック塗装フードパン L

〈NHC-25〉　6-1427-0501 �￥12,500 
φ390×H70　5.4ℓ

❸ TKG アルミキャスト
フードパン 大

〈NHC-35〉　6-1427-0301 �￥8,600 
φ390×H70　5.4ℓ
●熱伝導が良く全面を均一に保温します｡

❷ステンレス
フードパン 大

〈NTE-Q2〉　6-1427-0201 �￥8,000 
φ390×H65　5.0ℓ

保温効果に優れています。

注意！ ※フードパンは付属していません。②〜⑤よりお選びください｡

IH調理器タイプKINGO

オープンスタイル ビュッフェシリーズ

※その他エコクリーン・仕切付フードパンはP.13をご参照ください。

●�チェーフィング用燃料や固形ランプでご使用の場合は
���P.6⑧専用スタンド（デラックスタイプC30）をご使用ください。

❶ カバー無 大 A6711FN 
〈NKV-67〉　6-1427-0101 �￥60,000 
425×470×H140

KINGO ステンレス
IH丸チェーフィングディッシュ フードパン無



10※表示価格は、税別価格になります。

� KINGO オープンスタイル
チェーフイング専用 メニュースタンド

〈NTE-O0〉6-1428-1101 �￥1,800
103×34×H80
※オープンスタイル専用です｡

� KINGO オープンスタイル
チェーフイング専用 メニュープレート

〈NTE-O1〉6-1428-1201 �￥1,200
140×70

●⑫●⑪

⑨

❾ PCカバー小（D105用）
〈NTE-Q9〉6-1428-0901￥15,000
φ350×H70

❽ PCカバー大（A6711･6712用）
〈NTE-Q8〉6-1428-0801￥15,500
φ395×H70

� PCカバー用ホルダー（大･小兼用）
〈NTE-R0〉6-1428-1001￥5,300
160×60
●�チェーフィングの付属ダンパー部分を交換するだ
けで､PCカバーをホルダーに立て置きすることが
出来ます｡カバーの置き場所にも困りません｡

KINGO 丸チェーフィング用

⑧
⑩

❼ KINGO オープンスタイル
チェーフイング 丸型蒸し器用中板

〈NTE-N7〉 ￥3,200
6-1428-0701 �大　φ390
6-1428-0702 �小　φ350
穴径：φ5㎜1か所
※中華セイロは別売りです｡
　総合カタログP．376①中華セイロ蓋②中華セイロ身参照
※�KINGOビュッフェシリーズ（カバー式）をご使用のお客様も蓋を外してご使用いただけます｡

適応チューフィング 中華セイロ適応サイズ
大 A6711タイプ専用 36㎝
小 D105タイプ専用 33㎝

❷ステンレス
フードパン 小

〈NTE-Q3〉
6-1428-0201 �￥5,800
φ340×H65　3.6ℓ

KINGOチェーフィング用 丸型フードパン
❺ UK アルミキャスト

セラミック塗装
フードパン S

〈NHC-29〉
6-1428-0501 �￥10,500 
φ330×H70　3.5ℓ

❻メラミン 丸型フードパン 
    33㎝ UL-3377W

〈NTE-R5〉 E
6-1428-0601 �￥9,000 
φ335×H77　3.46ℓ

❸ TKG アルミキャスト
フードパン 小

〈NHC-34〉
6-1428-0301 �￥7,400 
φ330×H70　3.5ℓ

❹ 陶器製フードパン
D105（小）用

〈NTE-N6〉
6-1428-0401 �￥8,600
φ約325×H50　1.8ℓ

❶ カバー無 小 D105FN 
〈NKV-68〉　6-1428-0101 �￥57,200 
382×450×H140

KINGO ステンレス IH丸チェーフィング
ディッシュ フードパン無

注意！ ※フードパンは付属していません。②〜⑥よりお選びください｡

KINGO オープンスタイルビュッフェシリーズオプション
 蒸し器用中板を使用することで､新たにメニューの幅が広がります｡

※その他エコクリーンフードパンはP.13をご参照ください。



11 ※表示価格は、税別価格になります。

陶器使用例

1/1サイズ×1枚 2/3サイズ×1枚、
1/3サイズ×1枚

1/3サイズ×3枚

�メラミン 角型フードパン 
     2/3サイズ UL-2365W

〈NTE-R3〉E 6-1429-1401 �￥9,500
354×329×H65　4.5ℓ

�メラミン 角型フードパン 
     1/3サイズ UL-1365W

〈NTE-R4〉E 6-1429-1501 �￥6,500 
329×176×H65　1.78ℓ

KINGOチェーフィング用 角型フードパン
� UK アルミキャスト

セラミック塗装
角フードパン 2/3サイズ

〈NHC-27〉　6-1429-1301 �￥15,500 
354×325×H70　5.0ℓ

●② ●⑧●⑦

KINGOチェーフィング用 角型フードパン

❹ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 2/3サイズ

〈NGS-12〉6-1429-0401 �￥9,000
354×325×H65　3.0ℓ

❸ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/1サイズ

〈NGS-10〉6-1429-0301 �￥11,700
530×325×H65　5.6ℓ

●⑤ ●⑥

❺ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/2サイズ

〈NGS-13〉6-1429-0501 �￥8,200
325×265×H65　2.5ℓ

❻ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/3サイズ

〈NGS-14〉6-1429-0601 �￥5,500
325×176×H65　約1.5ℓ

❼メラミン 角型フードパン 
     2/3サイズ UL-2365W

〈NTE-R3〉E 6-1429-0701 �￥9,500 
354×329×H65　4.5ℓ

❽メラミン 角型フードパン 
     1/3サイズ UL-1365W

〈NTE-R4〉E 6-1429-0801 �￥6,500 
329×176×H65　1.78ℓ

❶ カバー無 1/1 D104FN 
〈NKV-64〉　6-1429-0101 �￥80,400 
590×450×H140

❾ カバー無 2/3 D102FN 
〈NKV-65〉　6-1429-0901 �￥74,000 
419×404×H140

KINGO ステンレス IH角チェーフィング
ディッシュ フードパン無

KINGO ステンレス IH角チェーフィング
ディッシュ フードパン無

❷ステンレスフードパン
〈ＮＴＥ-Ｑ4〉
6-1429-0201 �1/1サイズ ￥4,300
� 530×327×H65  7.5ℓ
6-1429-0202 �2/3サイズ ￥4,000
� 354×327×H65  5.0ℓ
6-1429-0203 �1/2サイズ ￥3,800
� 327×265×H65  3.8ℓ
6-1429-0204 �1/3サイズ ￥3,200
� 176×327×H65  2.2ℓ�

�ステンレスフードパン
〈ＮＴＥ-Ｑ4〉
6-1429-1001 �2/3サイズ ￥4,000
� 354×327×H65  5.0ℓ
6-1429-1002 �1/3サイズ ￥3,200
� 176×327×H65  2.2ℓ�

� 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 2/3サイズ

〈NGS-12〉6-1429-1101 �￥9,000
354×325×H65　3.0ℓ

� 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/3サイズ

〈NGS-14〉6-1429-1201 �￥5,500
325×176×H65　1.5ℓ

●⑭ ●⑮

注意！ ※フードパンは付属していません。②〜⑧よりお選びください｡

注意！ ※フードパンは付属していません。⑩〜⑮よりお選びください｡

※ハーフサイズでご使用の場合はP.12⑥アダプターバー1/1、2/3サイズ用をご使用ください。

※ハーフサイズでご使用の場合はP.12⑥アダプターバー1/1、2/3サイズ用をご使用ください。

1/1 SIZE

2/3 SIZE

●④●③

KINGO

オープンスタイル ビュッフェシリーズ
IH調理器タイプ

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。

●⑫●⑪



12※表示価格は、税別価格になります。

●⑥アダプターバーをセットすることで、
　�1/1・2/3・1/2サイズの中皿をハーフ
サイズの陶器に変更できます。

❼ KINGO オープンスタイル
チェーフイング 角型蒸し器用中板

〈NTE-N8〉 ￥3,200
6-1430-0701 �大　370×343
6-1430-0702 �小　343×283
穴径：φ5㎜1か所
※中華セイロは別売りです｡
　総合カタログP．376①中華セイロ蓋②中華セイロ身参照
※�KINGOビュッフェシリーズ（カバー式）をご使用のお客様も
蓋を外してご使用いただけます｡

適応チューフィング 中華セイロ適応サイズ
大 D102タイプ専用 33㎝
小 D106タイプ専用 27㎝

� KINGO オープンスタイル
チェーフイング専用 メニュースタンド

〈NTE-O0〉6-1430-1101 �￥1,800
103×34×H80
※オープンスタイル専用です｡

� KINGO オープンスタイル
チェーフイング専用 メニュープレート

〈NTE-O1〉6-1430-1201 �￥1,200
140×70

●⑫●⑪

❸ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/2サイズ

〈NGS-13〉6-1430-0301 �￥8,200
325×265×H65　2.5ℓ

KINGOチェーフィング用 角型フードパン

⑧

❾ PCカバー小（1/2サイズD106用）
〈NTE-Q6〉6-1430-0901￥14,000
345×280×H70

❽ PCカバー大（2/3サイズD102用）
〈NTE-Q5〉6-1430-0801￥14,500
343×367×H70

� PCカバー用ホルダー（大･小兼用）
〈NTE-Q7〉6-1430-1001￥5,300 
120×60
●�チェーフィングの付属ダンパー部分を交換するだ
けで､PCカバーをホルダーに立て置きすることが
出来ます｡カバーの置き場所にも困りません｡

KINGO 角チェーフィング用

⑨⑧

⑩

❶ カバー無 1/2 D106FN 
〈NKV-66〉　6-1430-0101 �￥67,200 
383×380×H140

KINGO ステンレス IH角チェーフィング
ディッシュ フードパン無

❻ TKG18-8 
KINGOチェーフイング陶器用
アダプターバー〈AHT-60〉
6-1430-0601 �NO.6 1/1・2/3サイズ用 329×24 ￥800
6-1430-0602 �NO.4 1/2サイズ用 267×33 ￥720

❷ステンレス フードパン
1/2サイズ

〈ＮＴＥ-Ｑ4〉6-1430-0201 �￥3,800
327×265×H65　3.8ℓ

❹ 陶器製ガストロノーム
ディッシュ 1/4サイズ

〈NGS-15〉6-1430-0401 �￥5,100
265×160×H65　約1.1ℓ
※�⑥アダプターバー1/2サイズ用をご使
用下さい。

❺ UK アルミキャスト
セラミック塗装
角フードパン 1/2サイズ

〈NHC-24〉　6-1430-0501 �￥13,500 
330×270×H70　3.5ℓ

注意！ ※フードパンは付属していません。②〜⑤よりお選びください｡

1/2 SIZE

KINGO オープンスタイルビュッフェシリーズオプション
 蒸し器用中板を使用することで､新たにメニューの幅が広がります｡

※その他エコクリーンフードパンはP.14をご参照ください。

●④●③



13 ※表示価格は、税別価格になります。

❺ 仕切無 PA372
〈NHC-17〉6-1431-0501 �￥8,700
φ390×H70　3.5ℓ

KINGO チェーフィング用陶器 丸型フードパン（丸チェーフィング用陶器）

❻エコクリーン
仕切無 EPA372

〈NEK-11〉�E 6-1431-0601 �￥9,000
φ390×H70　3.5ℓ

約3週間 ❽エコクリーン
I 型仕切付 EPA373

〈NEK-12〉�E 6-1431-0801 �￥9,200
φ390×H70　1.3ℓ×2

約3週間

❼ I型仕切付 PA373
〈NHC-18〉6-1431-0701 �￥8,900
φ390×H70　1.3ℓ×2

�エコクリーン
S型仕切付 EPA374

〈NEK-13〉�E 6-1431-1001 �￥9,200
φ390×H70　1.4ℓ×2

約3週間

❾ S型仕切付 PA374
〈NHC-19〉6-1431-0901 �￥8,900
φ390×H70　1.4ℓ×2

� D105・J305（小）用
〈NTE-N6〉6-1431-1101 �￥8,600
φ約325×H50　1.8ℓ

�エコクリーン
D105・J305（小）用

〈NEK-07〉�E 6-1431-1201 �￥8,700
φ約325×H50　1.8ℓ

約3週間

陶器フードパン　材質：耐熱陶器　※陶器の特性によりサイズに多少の誤差があります。

アルミキャストセラミックフードパン メラミンフードパン

�メラミン 丸型フードパン 
    33㎝ UL-3377W

〈NTE-R5〉E 6-1431-1501 �￥9,000 
φ335×H77　3.46ℓ

ステンレスフードパン アルミキャストフードパン

KINGOチェーフィング用ステンレスフードパン
❶ 丸型大用

〈NTE-Q2〉6-1431-0101 �￥8,000
φ390×H65　5.0ℓ

❷ 丸型小用
〈NTE-Q3〉6-1431-0201 �￥5,800
φ340×H65　3.6ℓ

●⑪●⑨●⑦●⑤ ●⑫●⑩●⑧●⑥

❹ 丸型小
〈NHC-34〉6-1431-0401 �￥7,400 
φ330×H70　3.5ℓ

TKG アルミキャストフードパン
❸ 丸型大

〈NHC-35〉　6-1431-0301 �￥8,600 
φ390×H70　5.4ℓ
●熱伝導が良く全面を均一に保温します｡

� UK アルミキャスト
セラミック塗装フードパン S 

〈NHC-29〉　6-1431-1401 �￥10,500 
φ330×H70　3.5ℓ

保温効果に優れています。

� UK アルミキャスト
セラミック塗装フードパン L

〈NHC-25〉　6-1431-1301 �￥12,500 
φ390×H70　5.4ℓ

チェーフィング用フードパン
料理・シーンに併せてフードパンをお選びいただけます。交換用や補充用としてご使用ください。

水だけで、ガンコな油汚れがきれいに落ちる!
【ゼロ・クリア®】

※エコクリーンの説明は総合カタログ末尾ページ資料集1を参照下さい。
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陶器フードパン
材質：耐熱陶器　※陶器の特性によりサイズに多少の誤差があります。

ステンレスフードパン

アルミキャストセラミックフードパン メラミンフードパン

●④●⑤●②●③ ●⑥●⑦

❹ガストロノームディッシュ
2/3サイズ

〈NGS-12〉6-1432-0401 �￥9,000
354×325×H65　3.0ℓ

❺エコクリーン
2/3サイズ 

〈NEK-09〉�E 6-1432-0501 �￥9,000
354×325×H65　3.0ℓ

約3週間

❻ガストロノームディッシュ
1/2サイズ

〈NGS-13〉6-1432-0601 �￥8,200
325×265×H65　2.5ℓ

❼エコクリーン
1/2サイズ 

〈NEK-10〉�E 6-1432-0701 �￥8,200
325×265×H65　2.5ℓ

約3週間

ガストロノームディッシュ（角チェーフィング用陶器）

ガストロノームディッシュ（角チェーフィング用陶器）

❷ガストロノームディッシュ
1/1サイズ

〈NGS-10〉6-1432-0201 �￥11,700
530×325×H65　5.6ℓ

❸エコクリーン
1/1サイズ 

〈NEK-14〉E 6-1432-0301 �￥11,500
530×325×H65　5.6ℓ

約3週間

❶ステンレスフードパン 角型用
〈ＮＴＥ-Ｑ4〉
6-1432-0101 �1/1サイズ　530×327×H65　7.5ℓ　￥4,300
6-1432-0102 �2/3サイズ　354×327×H65　5.0ℓ　￥4,000
6-1432-0103 �1/2サイズ　327×265×H65　3.8ℓ　￥3,800
6-1432-0104 �1/3サイズ　176×327×H65　2.2ℓ　￥3,200

� UK アルミキャスト
セラミック塗装
角フードパン 2/3サイズ 

〈NHC-27〉　6-1432-1001 �￥15,500 
354×325×H70　5.0ℓ

�メラミン 角型フードパン 
     1/3サイズ UL-1365W

〈NTE-R4〉E 6-1432-1301 �￥6,500 
329×176×H65　1.78ℓ

�メラミン 角型フードパン 
     2/3サイズ UL-2365W

〈NTE-R3〉E 6-1432-1201 �￥9,500 
354×329×H65　4.5ℓ

� UK アルミキャスト
セラミック塗装
角フードパン 1/2サイズ 

〈NHC-24〉　6-1432-1101 �￥13,500 
330×270×H70　3.5ℓ

❽ガストロノームディッシュ
1/3サイズ

〈NGS-14〉6-1432-0801 �￥5,500
325×176×H65　1.5ℓ

❾ガストロノームディッシュ 
1/4サイズ

〈NGS-15〉6-1432-0901 �￥5,100
265×160×H65　1.1ℓ

料理・シーンに併せてフードパンをお選びいただけます。交換用や補充用としてご使用ください。

水だけで、ガンコな油汚れがきれいに落ちる!
【ゼロ・クリア®】

※エコクリーンの説明は総合カタログ末尾ページ資料集1を参照下さい。
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お料理にやさしい「湯煎式」

●② ●③

❷ D9001 11ℓ
〈DSC-26〉E
6-1433-0201 �￥29,000
φ320×H335
容量：11ℓ
質量：5.1㎏

KINGO 湯煎式電気スープジャーシリーズ
❸ D9001 7ℓ

〈DSC-27〉E
6-1433-0301 �￥29,000
φ320×H315
容量：7ℓ
質量：4.8㎏

❹ D9001（中鍋なし）
〈DSC-25〉E
6-1433-0401 �￥25,000
φ320×H280
質量：4.2㎏
●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。

●④

和洋中いろいろなお店の自慢の
味を最適温度で美味しく保温。

❺ TKG 湯煎式電気スープケトル
〈ESC-08〉E 6-1433-0501 �￥44,000
φ350×H390
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。

❶ KINGO ステンレス IH
丸スープステーション
D-103（湯煎式）

〈NSC-55〉6-1433-0101 �￥107,000
425×470×H295
内鍋サイズ：♯φ283×H215��7ℓ　
●電磁調理器で使用できる湯煎式の
　スープウォーマーです。
●外鍋はIH調理器タイプのチューフィングと
　同形状ですので、併せてご使用いただくと
　ビュッフェに統一感がでます。

KINGO ビュッフェシリーズ
シンプルなデザイン、洗練されたスタイル
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❶ KINGO ステンレス 角チェーフィングデッシュ〈NTE-F9〉 ￥56,000
6-1434-0101  2102-1　1/1タイプ  
� フードパン1/1サイズ（530×327×H65）7.5ℓ×1
6-1434-0102  2102-2　1/2タイプ  
� フードパン1/2サイズ（265×327×H65）3.6ℓ×2�

付属の固形ランプの他に、電気式保温ユニット（別売）と組み合わせることで
安全で快適な電気仕様に変更することができます。温かみのあるランプ仕様と安全な電気仕様、お好みに合わせてお選びいただけます。

640×350×H340
固形ランプ（φ95×H60）×2
※写真は、2102-1��1/1タイプです。
※�別売でP.17⑧電気式保温ユニット
　DB-380がご使用できます。

❷ KINGO ポリカーボネイト角カバー
（ハーフオープン） 
〈NTE-Q1〉　6-1434-0201 �￥20,000
♯495×305×H175
●�ガストロノーム規格1/1サイズのフードパンを使用した
　チェーフィングやフードウォーマーでご使用いただけます｡
●ハーフオープンなので蓋の置き場所に困りません｡

❹ KINGO 角チェーフィング フルサイズ
オープンスタイル 陶器フードパン
1/1タイプ 2102-1FN-PA208

〈NTE-K9〉6-1434-0401 �￥52,400
640×350×H223
フードパンサイズ（530×325×H65）5.6ℓ
固形ランプ（φ95×H60）×2

お料理が映える陶器製のフードパン

❺ KINGO 角チェーフィング フルサイズ
オープンスタイル 陶器フードパン
1/2タイプ 2102-2FN-PA210

〈NTE-L0〉6-1434-0501 �￥53,800
640×350×H223
フードパンサイズ（325×265×H65）2.5ℓ×2
TKG18-8アダプターバーNo.6×1
固形ランプ（φ95×H60）×2

❸ KINGO 角チェーフィング フルサイズ
オープンスタイル ステンレスフードパン
1/1タイプ 2102-1FN

〈NTE-K8〉6-1434-0301 �￥45,000
640×350×H223
フードパンサイズ（530×327×H65）7.5ℓ
固形ランプ（φ95×H60）×2

耐久性抜群、扱い易いステンレスフードパン

❻ KINGO ステンレス
マド付回転カバー式
丸チェーフィングディッシュ
S6704（フルオープン）

〈NTE-H4〉　6-1434-0601 �￥120,000
500×525×H440
開口部：φ400×H170
フードパン（φ390×H65）5.0ℓ×1
固形ランプ（φ95×H60）×1
※別売でP.17⑨電気式保温ユニット　
　DB-280がご使用できます｡

KINGO ステンレス 丸回転カバー式 
チェーフィングデッシュ（フルオープン）
❼ A6704

〈NTE-F7〉6-1434-0701 �￥112,000
500×525×H440　開口部：φ400×H170
フードパン（φ390×H65）5.0ℓ×1
固形ランプ（φ95×H60）×1
※�別売でP.17⑨電気式保温ユニット
　DB-280がご使用できます。

❽ A6710
〈NTE-F6〉6-1434-0801 �￥112,000
450×465×H425　開口部：φ355×H130
フードパン（φ315×H65）3.0ℓ×1
固形ランプ（φ95×H60）×1
※�別売でP.17⑩電気式保温ユニット
　DB-180がご使用できます。
■⑧専用ステンレス丸型フードパン
6-1434-0802 �￥8,000

❾ KINGO 丸回転カバー式
チェーフィング 小（フルオープン）
NY-2510-6/30

〈NTE-M2〉 6-1434-0901 �￥150,000
440×470×H410
開口部：φ368×H130
フードパン（φ328×H75）4.5ℓ
固形ランプ（φ95×H60）×1
※別売でP.17⑩電気保温ユニットDB-180が
　ご使用できます。
■⑨専用ステンレス

丸型フードパン
6-1434-0902 �￥17,000

1/1 TYPE
1/2×2 TYPE

オープンスタイルビュッフェシリーズ
燃料タイプ スタイルによりフードパンが選べます。

※別売電気保温ユニットで電気タイプにできます。�※③〜⑤別売でP.17⑧電気式保温ユニットDB-380がご使用できます。

回転カバー式（フルオープンタイプ）
蓋を開けずに、中の料理が確認できる透明蓋タイプ。
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❶ KINGO ステンレス
マド付回転カバー式
角チェーフィングディッシュ
シングル S6702-1（フルオープン）

〈NTE-H2〉　6-1435-0101 �￥124,000
670×485×H420　開口部：560×350×H150
フードパン1/1サイズ（530×327×H65）7.5ℓ×1
固形ランプ（φ95×H60）×2
※別売で⑧電気式保温ユニットDB-380がご使用
できます｡

❷ KINGO ステンレス
マド付回転カバー式
角チェーフィングディッシュ
ダブル S6702-2（フルオープン）

〈NTE-H3〉　6-1435-0201 �￥124,000
670×485×H420　開口部：560×350×H150
フードパン1/2サイズ（265×327×H65）3.6ℓ×2
固形ランプ（φ95×H60）×2
※別売で⑧電気式保温ユニットDB-380がご使用
　できます｡

●�料理の保温時に、チェーフィングの
底面に取り付けてご使用できます。
※�フルオ−プンタイプでの御使用の際
は、電源コードの取り扱いに十分ご
注意ください。

●⑩●⑧ ●⑨

� DB-180（丸A6710専用）
〈NTE-G0〉6-1435-1001 �￥22,000
230×200×H20
電源：単相100V　消費電力：180W　コード長さ：約1.7m
※�P.16⑧⑨丸チェーフィングにご使用できます。

KINGO 電気式保温ユニット
❽ DB-380（1/1・1/2タイプ用）

303×200×H20
電源：単相100V　消費電力：380W　コード長さ：約1.7m
※KINGO�1/1・1/2タイプ専用です。

〈NTE-G1〉6-1435-0801 �￥23,000

❾ DB-280（2/3・丸・6704タイプ用）

280×200×H20
電源：単相100V　消費電力：280W　コード長さ：約1.7m
※�KINGO�2/3タイプ・丸6704専用です。

〈NTE-H7〉6-1435-0901 �￥22,000

❺ KINGO ステンレス 角回転カバー式 
チェーフィングデッシュ C6702-2

（フルオープン）
〈NTE-F4〉6-1435-0501 �￥113,000
500×490×H410���開口部：407×380×H145
フードパン1/3サイズ（176×327×H65）2.2ℓ×2
固形ランプ（φ95×H60）×1
※�別売で⑨電気式保温ユニットDB-280が�
ご使用できます。

❹ KINGO ステンレス 角回転カバー式 
チェーフィングデッシュ C6702-1

（フルオープン）
〈NTE-F5〉6-1435-0401 �￥113,000
500×490×H410���開口部：407×380×H145
フードパン2/3サイズ（354×327×H65）5.0ℓ×1
固形ランプ（φ95×H60）×1
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-280がご使用できます。

❸ KINGO ステンレス 角回転カバー式 
チェーフィングデッシュ（フルオープン）

〈NTE-G2〉 ￥110,000
6-1435-0301  B6802-1　1/1タイプ  
� フードパン1/1サイズ（530×327×H65）7.5ℓ×1
6-1435-0302  B6802-2　1/2タイプ  
� フードパン1/2サイズ（265×327×H65）3.6ℓ×2
670×485×H420���開口部：560×350×H150
固形ランプ（φ95×H60）×2
※写真は、B6802-2��1/2タイプです。
※別売で⑧電気式保温ユニットDB-380がご使用できます。

蓋を開けずに、中の料理が
確認できる透明蓋タイプ。

蓋の収納スペースをとりませんので、
大変便利です。

❻ KINGO ステンレス 角回転カバー式 
チェーフィングデッシュ 2104

（ハーフオープン・透明蓋）
〈NTE-G5〉6-1435-0601�￥58,000
460×350×H370　開口部：313×287×H130
フードパン2/3サイズ（354×327×H65）5.0ℓ×1
固形ランプ（φ95×H60）×1
※�別売で⑨電気式保温ユニットDB-280が�
ご使用できます。

❼ KINGO ステンレス 角回転カバー式 
チェーフィングデッシュ（ハーフオープン）

〈NTE-F8〉 ￥60,000
6-1435-0701  2101-1　1/1タイプ  
� フードパン1/1サイズ（530×327×H65）7.5ℓ×1
6-1435-0702  2101-2　1/2タイプ  
� フードパン1/2サイズ（265×327×H65）3.6ℓ×2
640×370×H370���開口部：490×283×H130
固形ランプ（φ95×H60）×2
※写真は、2101-1�1/1タイプです。
※�別売で⑧電気式保温ユニットDB-380が�
ご使用できます。

2/3 SIZE

1/1 SIZE

ガラス
窓付

1/2×2 TYPE

ガラス
窓付

1/1 TYPE
1/2×2 TYPE

窓なし

2/3 SIZE

窓なし

1/3×2 SIZE

窓なし

1/1 TYPE
1/2×2 TYPE

KINGO回転カバー式「フルオープン」タイプは付属の固形ランプの他に、電気式保温ユニット（別売）と組み合わせることで
安全で快適な電気仕様に変更することができます。温かみのあるランプ仕様と安全な電気仕様、お好みに合わせてお選びいただけます。

回転カバー式（フルオープンタイプ）

回転カバー式（ハーフオープンタイプ）

フルオープンスタイルで優雅な演出を…

KINGO ビュッフェシリーズ



18※表示価格は、税別価格になります。

❶ KINGO ステンレス電気式 
角チェーフィングデッシュ
(ガラスカバータイプ）D202

〈NKV-06〉6-1436-0101 �￥146,000
419×404×H237
フードパンサイズ：��2/3サイズ�

（354×327×H65）��5.0ℓ×1
電源：単相100V
消費電力：280W
コード長さ：約1.8m

蓋を開けずに、中の料理が
確認できます。

❷ KINGO ステンレス電気式 
角チェーフィングデッシュ
D202G

〈NKV-08〉6-1436-0201 �￥146,000
419×404×H237
フードパンサイズ：��2/3サイズ�

（354×327×H65）5.0ℓ×1
電源：単相100V
消費電力：280W
コード長さ：約1.8m

❹ KINGO ステンレス電気式
丸チェーフィングデッシュ

（ガラスカバータイプ） D201
〈NKV-07〉6-1436-0401 �￥118,000
425×470×H237�
フードパンサイズ：（φ390×H65）5.0ℓ×1
電源：単相100V
消費電力：280W
コード長さ：約1.8m

❺ KINGO ステンレス電気式 
丸チェーフィングデッシュ
D201G

〈NKV-09〉6-1436-0501 �￥118,000
425×470×H237
フードパンサイズ：（φ390×H65）5.0ℓ×1
電源：単相100V
消費電力：280W
コード長さ：約1.8m

❸ KINGO ステンレス
電気式角チェーフィングディッシュ
シングル S2201/40

（ポリカーボネイトカバー式）
〈NTE-G9〉　6-1436-0301 �￥138,000
590×364×H290
開口部：490×310×H175
フードパン：530×324×H40（5.0ℓ）
電源：単相100Ｖ
消費電力：380Ｗ
コード長さ：約1.6ｍ

❻ KINGO ステンレス
コールド 角チェーフィングディッシュ
S2201/20（ポリカーボネイトカバー式）

〈NTE-Ｈ1〉　6-1436-0601 �￥115,000
590×364×H290
開口部：490×310×H175
フードパン：530×324×H20
●ウォーターパンに氷やフリーザーアイス（保冷剤）等、入れる事に
よりデザートなど冷たく提供できます。（総合カタログＰ.166参照）

保冷剤を使用する「コールドタイプ」

電気式タイプ

電気式タイプ コールドタイプ



19 ※表示価格は、税別価格になります。

KINGO Dispenser Series
注意！ ①〜③・⑥のKINGOジュースディスペンサーは、

コックから少しずつモレが生じるおそれがある為、牛乳にはご使用出来ません。

①〜③
材質：ステンレス、トライタン、強化ガラス
●仲古付

② ③①

❸ 36403-2 2.6ℓ（3連タイプ）
〈FZY-73〉6-1437-0301￥160,000
525×366×H715　容量：2.6ℓ×3

❷ 36402-2 2.6ℓ（2連タイプ）
〈FZY-72〉6-1437-0201￥110,000
359×366×H715　容量：2.6ℓ×2

KINGO ジュースディスペンサー 
❶ 36401-2 2.6ℓ

〈FZY-71〉6-1437-0101￥62,000
200×366×H715　容量：2.6ℓ

� KINGO  
フレークディスペンサー 10301 

〈NHL-14〉6-1437-1101 �￥32,000
260×350×H690
●�ハンドルを回すだけで、簡単にフレークが
　出てきます。
材質：ステンレス、アクリル

❽ KINGO  
フレークディスペンサー36301

〈NHL-41〉6-1437-0801￥55,000
200×305×H715
容量：3.6ℓ
⑧〜⑩�ハンドルを回すだけで、簡単にフレークが出てきます。
材質：ステンレス、トライタン、強化ガラス

❾ KINGO  
フレークディスペンサー 
36302（2連タイプ）

〈NHL-42〉6-1437-0901￥100,000
359×305×H715　容量：3.6ℓ×2

� KINGO  
フレークディスペンサー 
36303（3連タイプ）

〈NHL-43〉6-1437-1001￥140,000
532×305×H715　容量：3.6ℓ×3

コンパクト･省スペースな回転式ディスペンサー!
ジュースとフレークを同時に1台でセットすることもできます｡

❹ KINGO ジュース&フレーク
ディスペンサー用回転台 2連

〈FZY-75〉6-1437-0401￥40,000 
470×430×H690
（容器セット時の最大サイズ）
ベース：390×250
容器本体は別売りです｡
⑥ジュースディスペンサー容器セット､
⑦フレークディスペンサー容器セットよりお選びください｡

❺ KINGO ジュース&フレーク
ディスペンサー用回転台 3連

〈FZY-76〉6-1437-0501￥51,000 
470×360×H690（容器セット時の最大サイズ）
ベース：390×250

❻ KINGO
ジュースディスペンサー容器セット

〈FZY-77〉6-1437-0601￥32,000
2.6ℓ

❼ KINGO  
フレークディスペンサー容器セット 

〈NHL-44〉6-1437-0701￥24,000
3.6ℓ
④⑤ジュース&フレークディスペンサー用回転台にセットして
ご使用ください｡

⑥ ⑦

 高級感のあるガラスベースと容器は透明度の高いトライタン素材を採用。

コンパクトながら高級感を演出!
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注意！ ①〜⑨のKINGOジュースディスペンサーは、コックから少しずつモレが生じるおそれがある為、
牛乳にはご使用出来ません。

❺ KINGO ジュースディスペンサー
10402-2    6 ℓ（2 連タイプ）

〈FZY-44〉6-1438-0501 �￥95,000
560×350×H530　容量：6ℓ×2
材質：ステンレス、アクリル
●�仲古付

❹ KINGO
ジュースディスペンサー
10401-2  6 ℓ

〈FZY-43〉6-1438-0401 �￥45,000
260×350×H530　容量：6ℓ
材質：ステンレス、アクリル
●�仲古付

❻ KINGO ジュースディスペンサー
10403-2    6 ℓ（3 連タイプ）

〈FZY-45〉6-1438-0601 �￥140,000
850×350×H530　容量：6ℓ×3
材質：ステンレス、アクリル
●�仲古付

❾ KINGO
ジュースディスペンサー
B10402

〈FZY-50〉6-1438-0901 �￥97,000
348×315×H580
容量：5ℓ×2
材質：ステンレス、アクリル
●仲古付
●�仲古の中に氷を入れてジュース等を
冷やしますので､ 飲料の味が損なわ
れません｡

❼ KINGO 多角型
ジュースディスペンサー
小 C-10401-2  6 ℓ

〈FZY-55〉 6-1438-0701 �￥48,000
245×355×H530
容量：6ℓ
材質：ステンレス、ポリカーボネイト
●�仲古付

❸ KINGO 
ジュースディスペンサー
S10601Ｇ 4 ℓ

〈FZY-62〉6-1438-0301 �￥43,000
240×300×H535
容量：4ℓ
材質：ステンレス、アクリル
●仲古付

❷ S10502 4 ℓ（2 連タイプ）
〈FZY-61〉6-1438-0201 �￥88,000
560×350×H535　容量：4ℓ×2

❶ S10501 4 ℓ
〈FZY-60〉6-1438-0101 �￥40,000
260×350×H535　容量：4ℓ

KINGO ジュースディスペンサー

①②材質：ステンレス、アクリル　●仲古付

❽ KINGO 多角型
ジュースディスペンサー
10 ℓ

〈FZY-47〉6-1438-0801 �￥85,000
240×350×H665
容量：10ℓ
材質：ステンレス、ポリカーボネイト
●仲古付

※ジュースディスペンサー部品は総合カタログ末尾ページ資料集9を参照下さい。

4ℓタイプ

6ℓタイプ

多角形タイプ

小宴会でもジュースのムダが少ないECOサイズ！
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❻ PCカバー小
〈NTE-Q9〉6-1439-0601￥15,000
φ350×H70

❺ PCカバー大
〈NTE-Q8〉6-1439-0501￥15,500
φ395×H70

KINGO 丸チェーフィング用

⑤ ⑥

丸チェーフィングPCカバー用ホルダー
（受け皿付）
❼ 大用 

〈NTE-R6〉　6-1439-0701 �￥6,000

❽ 小用  
〈NTE-R7〉　6-1439-0801 �￥6,000
⑦⑧177×257×H377　0.55kg
※写真のPCカバーは別売です｡

❶ TKG IHアルミキャスト
フードパン 丸型大

〈NHC-33〉6-1439-0101 �￥9,300 
φ390×H70　5.4ℓ　底径：φ200

❷ TKG IHアルミキャスト
フードパン 丸型小

〈NHC-32〉6-1439-0201 �￥8,000 
φ330×H70　3.5ℓ　底径：φ200

❸ UK IHアルミキャストセラミック塗装
丸フードパン 〈NHC-28〉
6-1439-0301 �L φ390×H70� 5.4ℓ ￥13,000
6-1439-0302 �S φ330×H70� 3.5ℓ ￥12,000
底径：φ200

❹ UK IHアルミキャストセラミック塗装
丸フードパン 手付 〈NHC-31〉
6-1439-0401 �L　φ390×H70� 5.4ℓ ￥15,900 
6-1439-0402 �S　φ330×H70� 3.5ℓ ￥14,500 
底径：φ200

裏底

⑦ ⑧

アルミキャストが全面を均一に加熱し､保温効果が優れています｡

※表示価格は、税別価格になります。
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❻1/2用 
〈NTE-R8〉　6-1440-0601 �￥6,000
⑤⑥177×257×H377　0.55kg
※写真のPCカバーは別売です｡

角チェーフィングPCカバー用ホルダー
（受け皿付）  
❺ 2/3用  

〈NTE-R9〉　6-1440-0501 �￥6,000

⑤

❹ PCカバー小（1/2サイズ）
〈NTE-Q6〉6-1440-0401￥14,000
345×280×H70

❸ PCカバー大（2/3サイズ）
〈NTE-Q5〉6-1440-0301￥14,500
343×367×H70

KINGO 角チェーフィング用

④

⑥

❼ パナソニック 卓上IH調理器
KZ-PH33-K

〈GDV-58〉J 6-1440-0701 �￥18,500
304×345×H54
電源：単相100V
消費電力：1,400W
火力調節：75W相当〜1,400W（7段階調節）
揚げ物コース：140℃〜200℃
質量：約2.5kg
使用可能な鍋寸法：底径120〜260
●とろ火･強火が押すだけの｢ワンタッチ火力操作｣
●運転音が気になりにくい｢静音設計（弱火以下）｣

裏底

❶ UK IHアルミキャストセラミック塗装
角フードパン 〈NHC-26〉
6-1440-0101 �2/3サイズ 354×325×H70� 底径φ200� 5.0ℓ ￥17,000
6-1440-0102 �1/2サイズ 330×270×H70� 底径φ185� 3.5ℓ ￥14,000

❷ UK IHアルミキャストセラミック塗装
角フードパン 手付 〈NHC-30〉
6-1440-0201 �2/3サイズ 354×325×H70� 底径φ200� 5.0ℓ ￥19,500
6-1440-0202 �1/2サイズ 330×270×H70� 底径φ185� 3.5ℓ ￥16,900

③

※表示価格は、税別価格になります。



このカタログの記載内容は、2017年1月現在のものです。

価格は予告なく変更する場合もありますので御了承ください。

なお、価格には消費税は含まれておりません。

http://www.endoshoji.co.jp


