
RIDGE
リッジ

リッジラインは
メラミン樹脂製です。

CHOCOLAT
チョコレート

MILK SPLASH
ミルクスプラッシュ

CR-8109
リッジ
オブロングプラター４７　サンドグレー

470×375×H27  （6） MF  <CN>
¥6,100

CR-8105
リッジ
ディナープレート２７　サンドグレー

269×264×H38  （12） MF  <CN>
¥2,800

CR-8107
リッジ
リムレスプレート２８　サンドグレー

277×261×H17  （12） MF  <CN>
¥2,900

CR-8104
リッジ
サラダプレート２３　サンドグレー

230×226×H32  （12） MF  <CN>
¥2,300

CR-8106
リッジ 
リムレスプレート２３　サンドグレー

227×214×H17  （12） MF  <CN>
¥2,150

CR-8108
リッジ
オブロングプラター３４　サンドグレー

340×265×H20  （6） MF  <CN>
¥3,400

CR-8111
リッジ 
ボウル１７
サンドグレー

175×169×H57  800ml （12）  
MF  <CN>

¥1,700

CR-8110
リッジ 
ブイヨンボウル
サンドグレー

116×113×H38  240ml （24）  
MF  <CN>

¥950

CR-8112
リッジ 
ボウル２３
サンドグレー

228×221×H75  1770ml （12）  
MF  <CN>

¥3,100

側面
側面

CH-8139
チョコレート　プレート

φ93(M125)×H100  （1） PMMA <ES>
¥18,000

CH-8140
ミルクスプラッシュ　プレート

132×110×H78  （1） PMMA <ES>
¥18,000

低密度で軽量の材料（アクリル樹
脂）で成形されています。耐熱温度
80℃までご使用になれます。

側面
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QX-6585
メガボール フラワー ブラック

φ800×Ｈ207 (1) <CN>¥44,000

QU-6867
ビュッフェディッシュ ラウンド 26 スパークシルバー

φ260×Ｈ33 <CN>¥2,300

QU-6868
ビュッフェディッシュ ラウンド 30 スパークシルバー

φ300×Ｈ40 <CN>¥3,000

QU-6869
ビュッフェディッシュ ラウンド 36 スパークシルバー

φ360×Ｈ42 <CN>¥3,400

MF

DISHWASHER

BUFFET DISH

CR-6543
テラ 
サービング
スロットスプーン

L305 (12) <CN> 
¥3,300

CR-6544
テラ 
サービングフォーク

L305 (12) <CN> 
¥3,300

MF

DISHWASHER

TERRA SUS

DISHWASHER

MEGA BOWL
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QX-6584
メガボール オーバル ホワイト

800×595×Ｈ177 (1) <CN>¥28,000

QU-6864
ビュッフェディッシュ ラウンド 26 ホワイト

φ260×Ｈ33 <CN>¥2,000

QU-6865
ビュッフェディッシュ ラウンド 30 ホワイト

φ300×Ｈ40 <CN>¥2,400

QU-6866
ビュッフェディッシュ ラウンド 36 ホワイト

φ360×Ｈ42 <CN>¥2,600

MF

DISHWASHER

BUFFET DISH

CR-6545
テラ 
ケーキサーバー

L280 (12) <CN>
¥2,600

MF

DISHWASHER

MEGA BOWL

持ち手部分拡大図
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CR-3633 / ホワイト
CR-3634 / ブラック
スキャロップ 
スクウェアトレー S

368×368×H31 
(4) <CN>

¥7,000

MF

DISHWASHER

CR-3635
スキャロップ 
ベーカー ブラック

355×248×H57
3220ml (4) <CN>

¥6,000

CR-3641 / ホワイト
CR-3642 / ブラック
スキャロップ レクタングルトレー S

495×320×H50 
(4) <CN>

¥7,400

CR-3643 / ホワイト
CR-3644 / ブラック
スキャロップ レクタングルトレー M

571×368×H50 
(4) <CN>

¥9,300

CR-3645 / ホワイト
CR-3646 / ブラック
スキャロップ レクタングルトレー L

622×469×H50 
(4) <CN>

¥12,000

SCALLOPED

カーライルディスプレイウェアは…

・軽量で破損に強く、女性にも扱いやすい

・デパ地下などで料理を華やかに演出

・海外仕様のビッグサイズが豊富
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CR-3509

CR-3514

CR-3511

CR-3512

CR-3509
レイヴ レクタングルプレート S ホワイト

254×127×H27 
(6) <CN>

¥2,250

CR-3511
レイヴ レクタングルプレート M ホワイト

406×199×H27 
(6) <CN>

¥4,100

CR-3513
レイヴ レクタングルプレート L ホワイト

584×199×H27 
(6) <CN>

¥6,000

CR-3513

CR-3510
レイヴ レクタングルプレート S ブラック

254×127×H27 
(6) <CN>

¥2,250

CR-3512
レイヴ レクタングルプレート M ブラック

406×199×H27 
(6) <CN>

¥4,100

CR-3514
レイヴ レクタングルプレート L ブラック

584×199×H27 
(6) <CN>

¥6,000
CR-3510

CR-3554 / ホワイト
CR-3555 / ブラック
テラテクスチャード 
ラウンドプラター 35.5

φ355×H44
(12) <CN>

¥4,900

CR-3556 / ホワイト
CR-3557 / ブラック
テラテクスチャード 
ラウンドプラター 45.5

φ457×H48
(12) <CN>

¥7,600

CR-3558 / ホワイト
CR-3559 / ブラック
テラテクスチャード 
レクタングルプラター S

335×238×H38
(4) <CN>

¥4,600

CR-3560 / ホワイト
CR-3561 / ブラック
テラテクスチャード 
レクタングルプラター M

397×275×H34
(4) <CN>

¥6,000

CR-3562 / ホワイト
CR-3563 / ブラック
テラテクスチャード 
レクタングルプラター L

455×317×H44
(4) <CN>

¥9,200

MF

DISHWASHER

TERRA TEXTURED

MF

DISHWASHER

RAVE

BUFFETWARE 23



CR-3546 / ホワイト
CR-3547 / ブラック
パレットデザイナー 
ワイドリムオーバルプラター 43

431×330×H30
(4) <CN>

¥8,800

CR-3548 / ホワイト
CR-3549 / ブラック
パレットデザイナー 
ワイドリムオーバルプラター 53.5

533×381×H38
(4) <CN>

¥10,800

CR-3680 / ホワイト
CR-3681 / ブラック
パレットデザイナー 
ワイドリムスクウェアプレート 

304×304×H25
(4) <CN>

¥6,100

CR-3544 / ホワイト
CR-3545 / ブラック
パレットデザイナー 
ワイドリムラウンドプラター 

φ482×H25
(4) <CN>

¥10,700

CR-3550 / ホワイト
CR-3551 / ブラック
パレットデザイナー 
ワイドリムサーモンプラター 

558×203×H33
(4) <CN>

¥7,600

MF

DISHWASHER

PALETTE DESIGNER
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CR-3515 / ホワイト
CR-3516 / ブラック
レイヴ 
トラペゾイドプラター 

390×304×H27
(6) <CN>

¥6,000

CR-3542 / ホワイト
CR-3543 / ブラック
パレットデザイナー 
ワイドリムスクウェアボール 

355×355×H76
(4) <CN>

¥9,200

CR-3552 / ホワイト
CR-3553 / ブラック
パレットデザイナー 
フードパン 1/2 D6.5

323×263×H63
1420ml (6) <CN>

¥3,900

CR-3692 / ホワイト
CR-3693 / ブラック
パレットデザイナー 
ワイドリムレクタングルプラター 35.5

355×254×H28
(4) <CN>

¥7,100

CR-3690 / ホワイト
CR-3691 / ブラック
パレットデザイナー 
ワイドリムレクタングルプラター 43

431×330×H33
(4) <CN>

¥8,800

MF

DISHWASHER

PALETTE DESIGNER

MF

DISHWASHER

RAVE
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CR-3445
フェスティバル 
ラウンドトレー 33

φ330×H19 (12) <US>
¥2,000

CR-3446
フェスティバル 
ラウンドトレー 40.5

φ406×H20 (12) <US>
¥3,000

CR-3447
フェスティバル 
レクタングルトレー 32

317×177×H17 (6) <US>
¥1,300

CR-3449
フェスティバル 
レクタングルトレー 49.5

495×330×H18 (6) <US>
¥3,600

CR-3448
フェスティバル 
レクタングルトレー 56

558×406×H24 (6) <US>
¥4,500

381×273×H17 (12) <US>

CR-3450
フェスティバル 
レクタングルトレー 38

¥2,000

SANFESTIVAL
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CR-3604
チューリップデリ クロック ホワイト

263×171×H80 
(6) <US>

¥2,050

CR-3605
チューリップデリ クロック ブラック

263×171×H80 
(6) <US>

¥2,050

CR-3606
チューリップデリ クロック レッド

263×171×H80 
(6) <US>

¥2,050

CR-3607
チューリップデリ プラター ブラック

396×303×H57 
(6) .<US>

¥2,100

CR-3528
エピキュアー 
トライアングルプレート ホワイト

279×279×H20 (4) <CN>
¥2,500

CR-3529
エピキュアー 
トライアングルプレート ブラック

279×279×H20 (4) <CN>
¥2,500

CR-3526
エピキュアー 
ワイドリムスーププレート ホワイト

φ267×H40 710ml (12) <CN>
¥2,000

CR-3532
ベルボール 
サービングボール ブラック

φ150×H52
340ml (48) .<CN>

¥750

CR-3533
ケータリング 
リムプラター ホワイト

530×375×H35 (6) <CN>
¥3,700

SANTULIP DELI

MF

DISHWASHER

CATERING

MF

DISHWASHER

EPICURE
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CR-3497 / ホワイト
CR-3498 / ブラック
レイヴ 台座 

φ85(M149×149)×H101 
 (12) <CN>

¥2,500

CR-3499 / ホワイト
CR-3500 / ブラック
レイヴ サービングボール S

177×177×H95 
1420ml (6) <CN>

¥3,500

CR-3501 / ホワイト
CR-3502 / ブラック
レイヴ サービングボール M

254×254×H137 
4260ml (6) <CN>

¥6,300

CR-3503 / ホワイト
CR-3504 / ブラック
レイヴ サラダボール 

304×304×H107 
4260ml (6) <CN>

¥6,600

CR-3505 / ホワイト
CR-3506 / ブラック
レイヴ スターバーストボール 

330×330×H78 
1890ml (6) <CN>

¥6,000

CR-3507 / ホワイト
CR-3508 / ブラック
レイヴ リムボール 

378×378×H80 
2370ml (6) <CN>

¥7,700

MF

DISHWASHER

RAVE

取付け、取り外しの際は、
接合部破損に十分ご注意下さい。

レイヴ台座取付イメージ
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Mサイズ

Sサイズ

SAN

CR-3477
クラムシェル M ホワイト

279×176×H122 650ml (12) <US>¥3,800
CR-3479
クラムシェル L ホワイト

482×316×H215 4920ml (1) <US>¥11,500

CR-3523
クラムシェル S ホワイト

225×139×H95 370ml (12) <US>¥3,500

CR-3478
クラムシェル M

279×176×H122 650ml (12) <US>¥3,800
CR-3480
クラムシェル L

482×316×H215 4920ml (1) <US>¥11,500

CR-3525
クラムシェル S

225×139×H95 370ml (12) <US>¥3,500

CLAM SHELL
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ペタルミスト　<US>

CR-3588 ボール 15 ブラック ¥1,250 φ152×H50 540ml(36)

CR-3590 ボール 19 ブラック ¥1,950 φ188×H68 1230ml(36)

CR-3592 ボール 23 ブラック ¥2,450 φ228×H88 2270ml(12)

CR-3594 ボール 30 ブラック ¥5,700 φ303×H106 5390ml(4)

CR-3596 ボール 38 ブラック ¥7,300 φ381×H131 9270ml(4)

CR-3598 ボール 45.5 ブラック ¥11,000 φ457×H158 16280ml(4)

ペタルミスト　<US>

CR-3589 ボール 15 ¥1,250 φ152×H50 540ml(36)

CR-3591 ボール 19 ¥1,950 φ188×H68 1230ml(36)

CR-3593 ボール 23 ¥2,450 φ228×H88 2270ml(12)

CR-3595 ボール 30 ¥5,700 φ303×H106 5390ml(4)

CR-3597 ボール 38 ¥7,300 φ381×H131 9270ml(4)

CR-3599 ボール 45.5 ¥11,000 φ457×H158 16280ml(4)

オーキッド　<US>

CR-3584 デリボール S ブラック ¥2,700 192×192×H91 1510ml(12)

CR-3585 デリボール M ブラック ¥3,000 241×241×H112 2840ml(12)

CR-3586 デリボール L ブラック ¥4,600 294×294×H152 6440ml(12)

CR-3658 ボール M ¥6,400 φ285×H83 2840ml(4)

CR-3659 ボール L ¥11,000 φ387×H120 7570ml(4)

CR-3657 ボール S ¥5,000 φ238×H62 1420ml(4)

リーフ　<MX>

PC

DISHWASHER

PETAL MIST

PC

DISHWASHER

ORCHID
PMMA

LEAF
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美しい石目模様入りの

外側表面はキズが付き難く

内側は滑らかな表面なので

洗浄が簡単です

ペブル　<US> or <MX>

CR-3625 ラウンドボール 17 ¥750 φ171×H41 570ml(12)

CR-3626 ラウンドボール 22 ¥1,450 φ225×H65 1610ml(12)

CR-3627 ラウンドボール 27.5 ¥2,500 φ273×H79 2930ml(12)

CR-3628 ラウンドボール 32.5 ¥3,250 φ325×H95 5200ml(12)

CR-3629 ラウンドボール 40.5 ¥5,300 φ403×H120 10410ml(4)

CR-3630 ラウンドボール 47.5 ¥8,400 φ476×H142 17030ml(4)

CR-3631 ラウンドボール 60.5 ¥13,000 φ603×H187 31230ml(4)

CR-3632
ペブル 
ボール 28.5

φ285×H104
3120ml (12) <CN>

¥3,150

フレア　<CN>

CR-3517 スクウェアボール S ホワイト ¥6,200 298×298×H101 4730ml(4)

CR-3519 スクウェアボール M ホワイト ¥8,300 349×349×H114 7570ml(4)

CR-3521 スクウェアボール L ホワイト ¥10,600 400×400×H120 10410ml(4)

フレア　<CN>

CR-3518 スクウェアボール S ブラック ¥6,200 298×298×H101 4730ml(4)

CR-3520 スクウェアボール M ブラック ¥8,300 349×349×H114 7570ml(4)

CR-3522 スクウェアボール L ブラック ¥10,600 400×400×H120 10410ml(4)

CR-4381
ペブル 
パンチボール

φ451×H270
15140ml (1) .<MX>

¥19,000

PC

DISHWASHER

PEBBLE

PC

DISHWASHER

PEBBLEPMMAPEBBLE

MF

DISHWASHER

FLARED
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QY-6350
グレー／イエロー

QY-6351
モカ／キウイ

QY-6352
サンゴ／シーブルー

QY-6353
ブルー／オレンジ

QY-6354
ブラック／キウイ

QY-6355
ブラック／ブルー

QY-6356
ブラック／イエロー

QY-6357
ブラック／レッド

マイフュージョン ボウルL

φ250×H105 2500ml (1×2) <IT>¥7,600

SAN

MY FUSION
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QY-6370
イエロー／グレー

QY-6371
オレンジ／ブルー

QY-6372
サンド／グリーン

QY-6373
ピンク／ブルー

QY-6374
マーブ／ライラック

QY-6375
レッド／ブラック

QY-6376
ホワイト／レッド

QY-6377
ホワイト／グレー

ムッリーネ ボウル

φ250×H110 2700ml (1×2) <IT>¥7,400

SAN

LE MURRINE

グッチーニは世界で初めて3色のアクリルシートを一体的に重ね合わせたユ
ニークな商品を開発しました。『スリーカラーテック』と名付けた独特の製法は、
世界に類のない独特なデザインを可能にしました。特徴的な丸いアクセントは、
ベネチアングラスの“ムリーネグラス”をモチーフにしています。光の反射や屈
折がガラスのように美しく、2016年デザインプラス賞を獲得しました。
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SMMA

QY-6330
グレイス 
ボウルL

φ250×H105
3000ml (1×2) <IT>

¥7,900

QY-6335
グレイス 
ボウルXL

φ300×H115
4900ml (1×2) <IT>

¥9,300

QY-6331
グレイス 
ボウルL サンド

φ250×H105
3000ml (1×2) <IT>

¥7,900

QY-6336
グレイス 
ボウルXL サンド

φ300×H115
4900ml (1×2) <IT>

¥9,300

QY-6332
グレイス 
ボウルL レッド

φ250×H105
3000ml (1×2) <IT>

¥7,900

QY-6337
グレイス 
ボウルXL レッド

φ300×H115
4900ml (1×2) <IT>

¥9,300

QY-6333
グレイス 
ボウルL ブルー

φ250×H105
3000ml (1×2) <IT>

¥7,900

QY-6338
グレイス 
ボウルXL ブルー

φ300×H115
4900ml (1×2) <IT>

¥9,300

QY-6334
グレイス 
ボウルL グレー

φ250×H105
3000ml (1×2) <IT>

¥7,900

QY-6339
グレイス 
ボウルXL グレー

φ300×H115
4900ml (1×2) <IT>

¥9,300

SMMA

QY-6435
ティファニー ケーキスタンドS

φ300×H270 (1×2) <IT>
¥6,800

QY-6436
ティファニー ケーキスタンドL

φ360×H280 (1×2) <IT>
¥9,400

QY-6430
ティファニー 
トレーS

320×225×H30
(1×2) <IT>

¥3,500

QY-6431
ティファニー 
トレーL

450×310×H45
(1×2) <IT>

¥5,900

QY-6433
ティファニー ケーキドームS

φ300×H160 (1×2) <IT>¥5,900
QY-6434
ティファニー ケーキドームL

φ360×H170 (1×2) <IT>¥7,900

GRACE

TIFFANY
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QY-6451
ティファニー 
サービングカップ
サンド

φ120×H70
300ml (6) <IT>

¥1,200

SMMA PP
QY-6432
ティファニー 
ピッチャー＆アイスホルダー

115×185×H255
1750ml (1×2) <IT>

¥6,300

QY-6437
ティファニー 
シャンパンクーラー／
フルーツボウル

280×175×H190
(1×2) <IT>

¥5,000

QY-6438
ティファニー 
オードブルディッシュ

250×235×H155
(1×2) <IT>

¥3,000

QY-6440
ティファニー 
ボウルL サンゴ

φ250×H110
3000ml (1×2) <IT>

¥4,100

QY-6445
ティファニー 
ボウルXL サンゴ

φ300×H130
5000ml (1×2) <IT>

¥5,900

QY-6441
ティファニー 
ボウルL サンド

φ250×H110
3000ml (1×2) <IT>

¥4,100

QY-6446
ティファニー 
ボウルXL サンド

φ300×H130
5000ml (1×2) <IT>

¥5,900

QY-6443
ティファニー 
ボウルL スカイグレー

φ250×H110
3000ml (1×2) <IT>

¥4,100

QY-6448
ティファニー 
ボウルXL スカイグレー

φ300×H130
5000ml (1×2) <IT>

¥5,900

QY-6449
ティファニー 
サービングカップ

φ120×H70
300ml (6) <IT>

¥1,200

QY-6450
ティファニー 
サービングカップ
サンゴ

φ120×H70
300ml (6) <IT>

¥1,200

QY-6452
ティファニー 
サービングカップ
シーブルー

φ120×H70
300ml (6) <IT>

¥1,200

QY-6453
ティファニー 
サービングカップ
スカイグレー

φ120×H70
300ml (6) <IT>

¥1,200

QY-6444
ティファニー 
ボウルXL

φ300×H130
5000ml (1×2) <IT>

¥5,900

ティファニー 
ボウルL

φ250×H110
3000ml (1×2) <IT>

¥4,100

QY-6439

QY-6447
ティファニー 
ボウルXL シーブルー

φ300×H130
5000ml (1×2) <IT>

¥5,900

ティファニー 
ボウルL シーブルー

φ250×H110
3000ml (1×2) <IT>

¥4,100

QY-6442

SMMATIFFANY
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CR-3436
コールドマスター 
コールドボール

内径375×D114

φ460×H132
11360ml (1) <MX>

¥45,000

PC

DISHWASHER

CR-4385 / ブラック
スタンダードレードル

267mm  20ml (48) <US>
¥620

CR-4386 / クリア

CR-4528
デザイナーコールドマスター 
オーバル

497×272×H111
5000ml (1) <MX>

¥35,000

PC

DISHWASHER

CR-4529
デザイナーコールドマスター 
オーバル用 リッド

508×280×H25
(1) <US>

¥10,500

PC

DISHWASHER

CR-4525
デザイナーコールドマスター 
フレアスクウェア S用 リッド

203×203×H25
(1) <US>

¥5,000

CR-4524
デザイナーコールドマスター 
フレアスクウェア S

197×197×H96
1200ml (1) <MX>

¥17,000

CR-4526
デザイナーコールドマスター 
フレアスクウェア L

193×193×H180
2000ml (1) <MX>

¥20,000

Step.1 FREEZE... Step.2 SERVE!! 約８時間冷凍させることにより、コールド
フードを４～５℃の安全な環境で約４時間
保つことができます。機能的でありながら、
ラグジュアリーな空間にも映えるデザイン
は他にありません。
 通常冷やすのに必要な氷が要りませんの
で、氷を入れ替える面倒な作業や、不衛生
になりがちな氷の管理も必要ありません。
また、丈夫なＡＢＳ製のため、何度使って
も見た目の良さを損ないません。
専用リッドは、より新鮮さを保ち、特にガー
デンビュッフェなどの屋外でも活躍します。

＊試験は約 24℃の室内にて行われ、予め冷やした料理を盛り付けた場合を想定しています。

一晩凍らせて…

フレッシュで美味しい！

ABS 樹脂

保冷ジェル

断熱材

FRESH
!

PC

DISHWASHER

CR-4527
デザイナーコールドマスター 
フレアスクウェア L用 リッド

200×200×H25
(1) <US>

¥5,800

DESIGNER COLDMASTER
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SAN

コールドマスター 
コールドボール

内径375×D114

φ460×H132
11360ml (1) <MX>

¥45,000

CR-3484
スクープ 
オーバルボール ホワイト

349×238×H141
3410ml (4) <US>

¥6,500

CR-3485
スクープ 
オーバルボール ブラック

349×238×H141
3410ml (4) <US>

¥6,500

CR-3580
バルサム 
アングルボール M
バーバリアンクリーム

φ203×H128/63
770ml (6) <CN>

¥2,100

MF

DISHWASHER

CR-3581
バルサム 
アングルボール L
バーバリアンクリーム

φ309×H165/85
2840ml (6) <CN>

¥4,400

PC

DISHWASHER

CR-3600
ペタルミスト 
ベルボール ブラック

φ247×H142
3220ml (4) <US>

¥3,300

CR-3601
ペタルミスト 
ベルボール

φ247×H142
3220ml (4) <US>

¥3,300

CR-6300
ハルシオン 
フレアリム･アペタイザーカップ S

125×122×H108
470ml (12) <CN>

¥880

CR-6301
ハルシオン 
フレアリム･アペタイザーカップ M

φ140×H122
650ml (12) <CN>

¥1,350

CR-6304
ハルシオン 
アングルアペタイザーカップ S

130×128×H116
410ml (12) <CN>

¥1,200

CR-6305
ハルシオン 
アングルアペタイザーカップ M

150×145×H132
590ml (12) <CN>

¥1,650

MF

DISHWASHER

BALSAM

SCOOP

PETAL MIST

HALCYON
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耐熱温度100℃

φ350(M510)×H105 (4ｘ2) <CN>

QY-6707
フリモ ラウンドスキレット 35

¥6,800

耐熱温度100℃

QY-6699
フリモ サービングプラター マーブルホワイト

600×260×Ｈ17 (1) <CN>¥8,900

耐熱温度100℃

QY-6697
フリモ スクエアプレート 27.5 アフリカンウッド

275×275×Ｈ30 (6) <CN>¥3,200

耐熱温度80℃

QY-6698
フリモ ハンドル付サービングボード アフリカンウッド

390×165×Ｈ20 (3) <CN>¥3,500

MF

DISHWASHER

FRIMO 刃物を面上で使用しないでください。

QY-6696
フリモ ラウンドプレート 27.5 アフリカンウッド

φ275×Ｈ37 (6) <CN>¥2,800

耐熱温度100℃

BUFFTEWARE38



耐熱温度80℃ 耐熱温度80℃

耐熱温度100℃

耐熱温度100℃

フリモ ラウンドプラッター　<CN>

QY-6046 マーブルオリジナル S ¥4,800 φ350×H30 (2)

QY-6047 マーブルオリジナル M ¥7,000 φ440×H30 (2)

QY-6048 マーブルホワイト S ¥4,800 φ350×H30 (2)

QY-6049 マーブルホワイト M ¥7,000 φ440×H30 (2)

フリモ ラウンドプラッター　<CN>フリモ ラウンドプラッター　<CN>

QY-6044 アフリカンウッド S ¥4,800 φ350×H30 (2)

QY-6045 アフリカンウッド M ¥7,000 φ440×H30 (2)

フリモ オーバルプラター　<CN>

QY-6700 マーブルホワイト ¥7,000 650×260×Ｈ30 (2)

QY-6703 マーブルオリジナル ¥7,000 650×260×Ｈ30 (2)

QY-6693 アフリカンウッド ¥7,000 650×260×Ｈ30 (2)

フリモ ディスプレイボードM　<CN>

QY-6701 マーブルホワイト ¥4,800 430×285×Ｈ9 (6)

QY-6704 マーブルオリジナル ¥4,800 430×285×Ｈ9 (6)

QY-6694 アフリカンウッド ¥4,800 430×285×Ｈ9 (6)

フリモ ディスプレイボードS　<CN>

QY-6702 マーブルホワイト ¥3,200 285×285×Ｈ9 (6)

QY-6705 マーブルオリジナル ¥3,200 285×285×Ｈ9 (6)

QY-6695 アフリカンウッド ¥3,200 285×285×Ｈ9 (6)
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QW-6711
アクリルケース 丸型103

φ300×Ｈ300 <CN>¥40,000

QW-6712
アクリルケース 丸型104

φ300×Ｈ200 <CN>¥35,000

QW-6713
アクリルケース 角型203

300×200×Ｈ300 <CN>¥12,000

QW-5467
アクリルケース 丸型用蓋

φ300 <CN>¥3,400

QW-6714
アクリルケース 角型204

300×200×Ｈ200 <CN>¥8,000

5mm厚PMMAACRYLIC CASE

QW-5468
アクリルケース 角型用蓋

300×200 <CN>¥3,400
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QW-6726
シダースタンド ワイドM

★φ250～270×Ｈ100 <CN>¥8,800

QW-6727
シダースタンド ワイドL

★φ250～270×Ｈ150 <CN>¥11,500

QW-6725
シダースタンド ワイドS

★φ250～270×Ｈ50 <CN>¥5,800

天然木の為、色目・サイズにバラつきがあります　
簡易ウレタン塗装

QW-5384
TW フーテッドプレート S

★φ165×Ｈ70 (1×24) <TH>¥4,500

ラッカー塗装　天然素材の為、ひとつひとつ風合いが異なります。
乾燥度合いによってはひび割れが発生する場合がございます。ラバーウッド

アカシア

杉

WOOD

QW-5385
TW フーテッドプレート M

★φ215×Ｈ95 (1×12) <TH>¥6,000

QW-5386
TW フーテッドプレート L

★φ280×Ｈ120 (1×6) <TH>¥10,000

QW-5387
マリントピア ケーキスタンド S

★φ165×Ｈ70 (1×16) <TH>¥4,300

無塗装・オイル仕上げ　天然素材の為、ひとつひとつ風合いが異なります。
乾燥度合いによってはひび割れが発生する場合がございます。WOOD

QW-5388
マリントピア ケーキスタンド M

★φ215×Ｈ95 (1×8) <TH>¥6,200

QW-5389
マリントピア ケーキスタンド L

★φ280×Ｈ120 (1×6) <TH>¥9,000

TW

MARINETOPIA

WOODCEDAR STAND

★：手作り商品の為、ひとつひとつサイズが異なります。
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自然の形を生かし裁断しておりますので、木目・形・サイズ・デザインが、それぞれ異なります。

WOODDRISS

QX-6592
ドリス ラスティック ボード

★510×270×Ｈ20 <TN>¥13,500

QX-6594
ドリス ラスティック ハンドルボード

★510×220×Ｈ20 <TN>¥13,500

QX-6593
ドリス ラスティック 
ウルトラロングボード

★900～1000×150～200×Ｈ20 <TN>¥25,000

QX-6595
ドリス ラスティック フルーツボールS

★250×140 <TN>¥17,000

QX-6596
ドリス ラスティック フルーツボールL

★350×200 <TN>¥25,000

オリーブ

★：手作り商品の為、ひとつひとつサイズが異なります。

WOODWARE42



WOODACACIA

QW-5390
DX 
サラダボール 300NA

★φ300×Ｈ130
(4) <VN>

¥9,000

SUS WOOD
QW-4120
木製アームトング L
ブラウン

L300 <CN>
¥1,480

SUS WOOD
QW-4121
木製アームトング L
ナチュラル

L300 <CN>
¥1,480

QX-6597
ドリス ラ･フランスボール

★φ95×Ｈ160 <TN>
¥3,900

QX-6598
ドリス 
サラダサービス スプーン

★55×253
<TN>

¥1,000

QX-6599
ドリス 
サラダサービス フォーク

★58×253
<TN>

¥1,000

QW-6686
アカシア オーバルトレーS

200×120×Ｈ25 
(48) <TH>

¥2,400

QW-6687
アカシア オーバルトレーL

300×120×Ｈ25 
(24) <TH>

¥3,300

QW-6688
サイノシュア 
ガラスジャー325

φ90×Ｈ75
325ml (1×24) <TH>

¥1,900

QW-6689
サイノシュア 
ガラスジャー500

φ90×Ｈ105
500ml (1×24) <TH>

¥2,000

QW-6690
サイノシュア 
ガラスジャー750

φ90×Ｈ150
750ml (1×12) <TH>

¥2,300

GLASS WOODCYNOSURE アカシア

ラッカー塗装　天然素材の為、ひとつひとつ
風合いが異なります。乾燥度合いによっては
ひび割れが発生する場合がございます。

WOODDX ラバーウッド

SUS WOOD
QW-6723
木製アームトング S
ブラウン

L245 <CN>
¥1,300

SUS WOOD
QW-6724
木製アームトング S
ナチュラル

L245 <CN>
¥1,300
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QW-6671
ラムパーン レクタングルボードM

280×140×Ｈ15 (6×4) <TH>¥1,600

QW-6898
木製プチ サービングボード

★65×145×Ｈ15 <CN>¥1,000

QW-6672
ラムパーン レクタングルボードL

350×180×Ｈ15 (6×4) <TH>¥2,600

QU-6746
デ･マデラ レクタングルプレート ダークブラウン

★255×167×Ｈ15 <JP>¥980

QU-6747
デ･マデラ スクエアプレート ダークブラウン

★265×260×Ｈ15 <JP>¥1,200

WOODDE MADERA

LAMPANG WOOD アカシア

QW-6895
木製プチ ミルクパン

★63×90×Ｈ30 <CN>¥1,000

QW-6896
木製プチ フライパン

★60×100×Ｈ20 <CN>¥1,000

QW-6897
木製プチ グラタン

★65×103×Ｈ23 <CN>¥900
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QY-6606
フレンズ チーズ＆タパスボード L

730×150×H20 (3) <CN>¥9,200

QY-6607
フレンズ チーズ＆タパスボード XL

1130×150×H20 (1) <CN>¥16,000

QY-6605
フレンズ チーズ＆タパスボード M

530×120×H20 (3) <CN>¥5,700

QW-6719
ランバー トランク 24

224×240×Ｈ45 <CN>¥4,000

QW-6720
ランバー トランク 34

318×340×Ｈ50 <CN>¥6,000

QW-6721
ランバー トランク 44

421×440×Ｈ50 <CN>¥8,500

QW-6718
ランバー クーププレート

290×271×Ｈ30 <CN>¥5,000

WOODFRIENDS

耐熱温度100℃、電子レンジ、オーブン不可MF

DISHWASHER

LUMBER

オークウッド

メラミン製ですので洗浄機OKです。
本物と見間違えてしまうようなデザインで
軽くて扱いやすいのが特徴です。

側面拡大
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DI LEGNO

QW-6677
シャロウッド ワンプレートディッシュ22.5

φ225×Ｈ40 (6×6) <VN>¥1,700

QW-6678
シャロウッド ワンプレートディッシュ24

φ240×Ｈ40 (6×6) <VN>¥2,000

QW-6679
シャロウッド ワンプレートディッシュ27

φ270×Ｈ40 (6×6) <VN>¥2,800

QW-6676
シャロウッド ワンプレートディッシュ20

φ200×Ｈ40 (6×8) <VN>¥1,500

QW-6691
ディレーニョ ピザプレート28

φ280×Ｈ20 (6×2) <VN>¥2,500

WOOD

QW-6692
ディレーニョ ピザプレート33

φ330×Ｈ20 (6×2) <VN>¥2,800

ウレタン塗装

WOOD

SHALLOWOOD
ラバーウッド

ラバーウッド
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QW-6680
ディグダグ 
レクタングルボード S

270×150×Ｈ15
(6×4) <VN>

¥1,600

QW-6681
ディグダグ 
レクタングルボード L

450×150×Ｈ15
(6×2) <VN>

¥2,200

QW-6682
ディグダグ 
ラウンドボード 335

335×300×Ｈ15
(6×2) <VN>

¥2,000

QW-6683
ディグダグ ラウンドプレート 20

200×200×Ｈ20 (6×4) <VN>¥1,800

QW-6899
くりぬきボウル S

★200×120×Ｈ44 <CN>¥2,950

QW-6892
きこりプレート S

★φ180～220×Ｈ20 <CN>¥1,200

QW-6894
きこりプレート L

★φ280～320×Ｈ20 <CN>¥2,500

QW-6893
きこりプレート M

★φ230～270×Ｈ20 <CN>¥1,800

QW-6900
くりぬきボウル M

★250×135×Ｈ44 <CN>¥3,500

QW-6901
くりぬきボウル L

★300×150×Ｈ44 <CN>¥3,980

QW-6684
ディグダグ ラウンドプレート 26

260×260×Ｈ20 (6×2) <VN>¥2,200

QW-6685
ディグダグ ラウンドプレート 30

300×300×Ｈ20 (6×2) <VN>¥2,600

DIG DUG

KURINUKI

KIKORI

WOOD

WOOD

WOOD

ラバーウッド

カヤウッド
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QX-6651
アルフレスコ プレート19 ブラック

φ190×Ｈ15 (4×12) <CN>¥500

QX-6652
アルフレスコ プレート25 ベージュ

φ250×Ｈ20 (4×6) <CN>¥900

QX-6653
アルフレスコ プレート25 レッド

φ250×Ｈ20 (4×6) <CN>¥900

QX-6654
アルフレスコ プレート25 ブラック

φ250×Ｈ20 (4×6) <CN>¥900

QX-6646
アルフレスコ ボウル ベージュ

φ150×Ｈ50 550ml (4×12) <CN>¥500

QX-6647
アルフレスコ ボウル レッド

φ150×Ｈ50 550ml (4×12) <CN>¥500

QX-6648
アルフレスコ ボウル ブラック

φ150×Ｈ50 550ml (4×12) <CN>¥500

QX-6649
アルフレスコ プレート19 ベージュ

φ190×Ｈ15 (4×12) <CN>¥500

QX-6650
アルフレスコ プレート19 レッド

φ190×Ｈ15 (4×12) <CN>¥500

アルフレスコ スプーン

170×40 (8×20) <CN>¥250

QX-6655
ベージュ

QX-6656
レッド

QX-6657
ブラック

アルフレスコ フォーク

170×25 (8×20) <CN>¥250

QX-6658
ベージュ

QX-6659
レッド

QX-6660
ブラック

アルフレスコ ナイフ

178×26 (8×20) <CN>¥250

QX-6661
ベージュ

QX-6662
レッド

QX-6663
ブラック

QX-6737
プラキラプロ 
スプーン

195×33
(200) <JP>

¥250

QX-6738
プラキラプロ 
フォーク

195×33
(200) <JP>

¥250

MF

DISHWASHER

ALFRESCO

TRITAN

DISHWASHER

PLAKIRA

WOODWARE48



QY-6748
ラバーウッド 
スクエアプレートS グレイ

185×110×Ｈ10 (3) <KR>
¥500

QY-6749
ラバーウッド 
スクエアプレートS ナチュラル

185×110×Ｈ10 (3) <KR>
¥500

QY-6750
ラバーウッド 
スクエアプレートS オレンジ

185×110×Ｈ10 (3) <KR>
¥500

QY-6751
ラバーウッド 
スクエアプレートS ホワイト

185×110×Ｈ10 (3) <KR>
¥500

QY-6752
ラバーウッド 
スクエアプレートM ナチュラル

255×110×Ｈ12 (3) <KR>
¥800

QY-6753
ラバーウッド 
スクエアプレートM ホワイト

255×110×Ｈ12 (3) <KR>
¥800

WOOD

QY-6754
ラバーウッド 
スクエアプレートL ナチュラル

255×185×Ｈ12 (3) <KR>
¥1,200

QY-6755
ラバーウッド 
スクエアプレートL ホワイト

255×185×Ｈ12 (3) <KR>
¥1,200

QY-6756
ラバーウッド 
ラウンドプレートS ナチュラル

φ160×Ｈ12 (3) <KR>
¥700

QY-6757
ラバーウッド 
ラウンドプレートS ホワイト

φ160×Ｈ12 (3) <KR>
¥700

QY-6758
ラバーウッド 
ラウンドプレートM ナチュラル

φ210×Ｈ12 (3) <KR>
¥1,100

QY-6759
ラバーウッド 
ラウンドプレートM ホワイト

φ210×Ｈ12 (3) <KR>
¥1,100

QY-6760
ラバーウッド 
ラウンドプレートL ナチュラル

φ240×Ｈ15 (3) <KR>
¥1,500

QY-6761
ラバーウッド 
ラウンドプレートL ホワイト

φ240×Ｈ15 (3) <KR>
¥1,500

QY-6762
ラバーウッド 
オーバルトレーM

220×125×Ｈ12 (3) <KR>
¥800

QY-6763
ラバーウッド 
オーバルトレーL

265×170×Ｈ12 (3) <KR>
¥1,200

RUBBER WOOD
ラバーウッド
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QY-5456

QY-5461

QY-5457

QY-5462

QY-5458

QY-5463

QY-5459

QY-5464

QY-5460

QY-5465

PS

ミラン　<NL>or<US>

QY-5456 アミューズディッシュ ホワイト ¥2,900/50枚 70×70 (4)

QY-5457 デザインプレート14 ホワイト ¥2,160/24枚 140×140 (16)

QY-5458 デザインプレート17 ホワイト ¥3,000/24枚 170×170 (16)

QY-5459 デザインプレート21 ホワイト ¥2,200/12枚 210×210 (16)

QY-5460 デザインプレート24 ホワイト ¥2,800/12枚 240×240 (16)

ミラン　<NL>or<US>

QY-5461 アミューズディッシュ ブラック ¥2,900/50枚 70×70 (4)

QY-5462 デザインプレート14 ブラック ¥2,160/24枚 140×140 (16)

QY-5463 デザインプレート17 ブラック ¥3,000/24枚 170×170 (16)

QY-5464 デザインプレート21 ブラック ¥2,200/12枚 210×210 (16)

QY-5465 デザインプレート24 ブラック ¥2,800/12枚 240×240 (16)

QY-6636
ミラン 
グラスホルダー付きパーティートレー ホワイト

210×210
(12×16) <NL>

¥5,520

QY-6637
ミラン 
グラスホルダー付きパーティートレー ブラック

210×210
(12×16) <NL>

¥5,520

MILAN 耐熱温度：100℃

しっかりとした高級感のある使い捨てトレーです。
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MFMFMF

QU-6857 ホワイト ¥360 154×77×Ｈ30

QU-6858 ブラック ¥360 154×77×Ｈ30

QU-6859 レッド ¥360 154×77×Ｈ30

ディバイド　レクタングルS　<CN>

QU-6860 ホワイト ¥780 231×154×Ｈ30

QU-6861 ブラック ¥780 231×154×Ｈ30

QU-6862 レッド ¥780 231×154×Ｈ30

ディバイド　レクタングルL　<CN>

QU-6847 ブラック ¥2,000 265×265×Ｈ21

ディバイド　ベースM　<CN>

QU-6849 ブラウン ¥2,000 265×265×Ｈ21

PS
ディバイド　ベースL　<CN>

QU-6848 ブラック ¥2,600 343×265×Ｈ21

QU-6850 ブラウン ¥2,600 343×265×Ｈ21

PS

QU-6855 ブラック ¥600 154×154×Ｈ30

QU-6856 レッド ¥600 154×154×Ｈ30

ディバイド　スクウェアL　<CN>

QU-6854 ホワイト ¥600 154×154×Ｈ30 

ディバイド　スクウェアS　<CN>

QU-6851 ホワイト ¥240 77×77×Ｈ30

QU-6852 ブラック ¥240 77×77×Ｈ30

QU-6853 レッド ¥240 77×77×Ｈ30

MF

DISHWASHER

DIVIDE
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CR-6313
ハルシオン サービングプレート25

253×253×H10 (12) <CN>¥3,200
CR-6314
ハルシオン サービングプレート29

292×292×H10 (12) <CN>¥4,000
CR-6315
ハルシオン サービングプレート33

330×330×H13 (6) <CN>¥4,800

MF

DISHWASHER

CR-6306
ハルシオン スクエアリムプレート23

230×230×H20 (12) <CN>¥2,100
CR-6307
ハルシオン スクエアリムプレート27.5

275×275×H25 (12) <CN>¥3,100
CR-6308
ハルシオン スクエアリムプレート30.5

305×305×H28 (12) <CN>¥4,000

CR-6320
ハルシオン スモールサービングプレート

265×155×H31 (12) <CN>
¥1,900

CR-6321
ハルシオン スレイトレイ

330×170×H20 (12) <CN>
¥2,500

CR-6309
ハルシオン コンパートメントトレイ

280×95×H18 (6) <CN>
¥1,500

CR-6324
ハルシオン 
スプーンボール

110×63×H66 60ml (48) <CN>
¥340

CR-6325
ハルシオン 
ハンドルボール

φ90×H43 120ml (48) <CN>
¥430

HALCYON

コンパートメントトレイと組み合わせることで、3
点盛りを豊かに魅せます。もちろん単品での使用
も可能で、そのリーズナブルな価格は、ビュッフェ
ウェアとしての多量使用を可能にしました。

HALCYON Dip Bowls
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MF

DISHWASHER

CR-6310
ハルシオン リリーボールS

196×175×H75 70ml (12) <CN>¥1,600
CR-6311
ハルシオン リリーボールM

265×220×H107 240ml (12) <CN>¥3,200
CR-6312
ハルシオン リリーボールL

292×241×H114 300ml (12) <CN>¥4,150

CR-6318
ハルシオン トップハットパスタボール

φ278×H50 500ml (12) <CN>
¥3,200

CR-6303
ハルシオン ラウンドパスタボール

φ305×H38 350ml (12) <CN>
¥2,700

CR-6319
ハルシオン オーバルロウボール

305×235×H25 350ml (12) <CN>
¥2,850

CR-6302
ハルシオン オーバルパスタボール

257×217×H62 710ml (12) <CN>
¥2,300

CR-6317
ハルシオン 
ハンドルソースボール

124×112×H55 150ml (24) <CN>
¥470

CR-6322
ハルシオン 
フォースプーン

130×43 10ml (48) <CN>
¥190

CR-6323
ハルシオン 
スープスプーン

143×4010ml (48) <CN>
¥240

CR-6316
ハルシオン 
ソースボール

102×95×H33 120ml (24) <CN>
¥240

HALCYON

自立可能
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CR-6532
スタディア ボール15

149×137×H60 410ml (12) <CN>¥1,700

CR-6533
スタディア ボール20

203×184×H76 950ml (12) <CN>¥2,650

CR-6534
スタディア ボール26

260×235×H73 1540ml (12) <CN>¥3,000

CR-6530
スタディア パスタプレート22

219×191×H48 (12) <CN>¥1,700

CR-6531
スタディア パスタプレート24

241×210×H54 (12) <CN>¥1,900

CR-6536
スタディア パスタプレート29

292×251×H64 (12) <CN>¥2,600

MF

DISHWASHER

STADIA

肉厚でしっかりとした
スタディアラインは、ふんわりとしたあたたか

みのある雰囲気を造り出します。
カフェのサラダボールやアメリカンダイナーの

プレートにとてもマッチします。
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CR-6537
スタディア ブレッド＆バタープレート18

φ184×H19 (12) <CN>¥1,450

CR-6538
エピキュアー ピザプレート30.5

φ304×H25 (12) <CN>¥2,800

MF

DISHWASHER

EPICURE

CR-6535
スタディア ディナープレート27

φ270×H19 (12) <CN>¥2,500φ232×H19 (12) <CN>

CR-6529
スタディア サラダプレート23

¥1,800
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ホワイト

※全カラー有ります

オーシャン
ブルー

レッド ボーンブラックハニー
イエロー

メドウ
グリーン

サンセット
オレンジ

シーラスネロゥ 
コンパートメントプレート

φ263×H25 (12) <CN>
¥1,700

シーラスネロゥ 
ディナープレート27

φ267×H22 (12) <CN>
¥2,050

シーラスワイド 
ディナープレート27

φ268×H25 (12) <CN>
¥2,050

シーラスワイド 
ディナープレート23.5

φ233×H22 (24) <CN>
¥1,450

CR-3695　ホワイト
CR-3696　ブラック
CR-3697　レッド
CR-3698　メドウグリーン
CR-3699　オーシャンブルー
CR-3700　ハニーイエロー
CR-3701　ボーン
CR-3702　サンセットオレンジ

CR-3703　ホワイト
CR-3704　ブラック
CR-3705　レッド
CR-3706　メドウグリーン
CR-3707　オーシャンブルー
CR-3708　ハニーイエロー
CR-3709　ボーン
CR-3710　サンセットオレンジ

CR-3711　ホワイト
CR-3712　ブラック
CR-3713　レッド
CR-3714　メドウグリーン
CR-3715　オーシャンブルー
CR-3716　ハニーイエロー
CR-3717　ボーン
CR-3718　サンセットオレンジ

CR-3719　ホワイト
CR-3720　ブラック
CR-3721　レッド
CR-3722　メドウグリーン
CR-3723　オーシャンブルー
CR-3724　ハニーイエロー
CR-3725　ボーン
CR-3726　サンセットオレンジ

シーラスワイド 
サラダプレート19

φ191×H22 (48) <CN>
¥1,100

CR-3727　ホワイト
CR-3728　ブラック
CR-3729　レッド
CR-3730　メドウグリーン
CR-3731　オーシャンブルー
CR-3732　ハニーイエロー
CR-3733　ボーン
CR-3734　サンセットオレンジ

シーラスワイド 
パイプレート16.5

φ167×H19 (48) <CN>
¥950

CR-3735　ホワイト
CR-3736　ブラック
CR-3737　レッド
CR-3738　メドウグリーン
CR-3739　オーシャンブルー
CR-3740　ハニーイエロー
CR-3741　ボーン
CR-3742　サンセットオレンジ

シーラス 
パスタスープボール

φ235×H35 (24) <CN>
¥1,700

CR-3767　ホワイト
CR-3768　ブラック
CR-3769　レッド
CR-3770　メドウグリーン
CR-3771　オーシャンブルー
CR-3772　ハニーイエロー
CR-3773　ボーン
CR-3774　サンセットオレンジ

シーラス 
リムボール18.5

φ183×H49 (24) <CN>
¥1,300

CR-3775　ホワイト
CR-3776　ブラック
CR-3777　レッド
CR-3778　メドウグリーン
CR-3779　オーシャンブルー
CR-3780　ハニーイエロー
CR-3781　ボーン
CR-3782　サンセットオレンジ

シーラス 
リムナッピーボール13.5

φ136×H57 (24) <CN>
¥950

CR-3783　ホワイト
CR-3784　ブラック
CR-3785　レッド
CR-3786　メドウグリーン
CR-3787　オーシャンブルー
CR-3788　ハニーイエロー
CR-3789　ボーン
CR-3790　サンセットオレンジ

シーラス 
リムボール15.5

φ154×H38 (48) <CN>
¥950

CR-3791　ホワイト
CR-3792　ブラック
CR-3793　レッド
CR-3794　メドウグリーン
CR-3795　オーシャンブルー
CR-3796　ハニーイエロー
CR-3797　ボーン
CR-3798　サンセットオレンジ

シーラス 
オーバルプラター34

341×266×H24 (12) <CN>
¥2,800

CR-3743　ホワイト
CR-3744　ブラック
CR-3745　レッド
CR-3746　メドウグリーン
CR-3747　オーシャンブルー
CR-3748　ハニーイエロー
CR-3749　ボーン
CR-3750　サンセットオレンジ

シーラス 
オーバルプラター30.5

303×228×H25 (12) <CN>
¥1,650

CR-3751　ホワイト
CR-3752　ブラック
CR-3753　レッド
CR-3754　メドウグリーン
CR-3755　オーシャンブルー
CR-3756　ハニーイエロー
CR-3757　ボーン
CR-3758　サンセットオレンジ

シーラス 
オーバルプラター24

242×181×H21 (24) <CN>
¥1,250

CR-3759　ホワイト
CR-3760　ブラック
CR-3761　レッド
CR-3762　メドウグリーン
CR-3763　オーシャンブルー
CR-3764　ハニーイエロー
CR-3765　ボーン
CR-3766　サンセットオレンジ

MF

DISHWASHER

SIERRUS
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CR-3618 CR-3619

CR-3620 CR-3621

CR-3622 CR-3623

メドウグリーン オーシャンブルー

ストーン ハニーイエロー

レノックスブラウン サンセットオレンジ

デイトン オーバルプラター23.5

235×158×H27 (24) <CN>
¥1,400

CR-3800

レッド

CR-3801

ハニーイエロー

CR-3802

トリュフ

CR-3803

バーバリアンクリーム

CR-3799

ブラック

MF

DISHWASHER

ハンドル スープボール

171×117×H49 240ml (24) <CN>
¥1,350

SAN

CR-3475
ブレッド＆バン オーバルバスケットレッド

235×149×H47 (36) <CN>¥350

CR-3538
マンチー バスケットSブラック

188×136×H63 (24) <US>¥1,550

CR-3540
マンチー バスケットMブラック

262×203×H63 (12) <US>¥1,800

DAYTON

MUNCHIE

HANDLE

CR-3474
ブレッド＆バン オーバルバスケットブラック

235×149×H47 (36) <CN>¥350

BREAD & BUN PE
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安価なリング状の丸皿枠ですと、スタッキングした場合に皿のハマ部
分に潜伏している細菌が料理に移る恐れがあります。カーライルフー
ドカバーは物理的衝撃に強いポリカーボネイト製で、耐久性がある
しっかりとしたカバーが付いている為、単体でも細菌やホコリから料
理を守ると共に、保温性にも優れています。

PC

DISHWASHER

PMMA
CR-3675
ケーキカバー 30cm

φ301×H152 (6) <MX>¥6,000

MF

DISHWASHER

CR-3648
キングライン ディナープレート25.5ホワイト

φ254×H19 (48) <CN>
¥1,300

CR-3651
キングライン ディナープレート22.5ホワイト

φ226×H19 (48) <CN>
¥1,000

CR-3654
キングライン サンドウィッチプレートホワイト

φ183×H18  (48) <CN>
¥780

CR-3649
キングライン ディナープレート25.5ブラック

φ254×H19 (48) <CN>
¥1,300

CR-3652
キングライン ディナープレート22.5ブラック

φ226×H19 (48) <CN>
¥1,000

CR-3655
キングライン サンドウィッチプレートブラック

φ183×H18 (48) <CN>
¥780

CR-3653
キングライン ディナープレート22.5レッド

φ226×H19 (48) <CN>
¥1,000

CR-3656
キングライン サンドウィッチプレートレッド

φ183×H18 (48) <CN>
¥780

CR-3481
リーフ プレートS

φ169×H34 (36) <CN>
¥1,600

CR-3482
リーフ プレートM

φ265×H42 (12) <CN>
¥3,700

SAN

CR-3602
ペタルミスト プレート19.5

φ195×H20 (36) <US>
¥1,250

CR-3603
ペタルミスト プレート22.5

φ225×H20 (36) <US>
¥1,500

PC

DISHWASHER

PLATE COVER

CAKE COVER

KINGLINE

LEAFPETAL MIST

CR-3488
プレートカバー 1900

φ238×H65 (12) <US>
φ225～230mmまで対応
¥2,200

CR-3489
プレートカバー 1965

φ254×H67 (12) <US>
φ240～245mmまで対応
¥2,350

CR-3490
プレートカバー 1987

φ260×H65 (12) <US>
φ245～253mmまで対応
¥2,400

CR-3491
プレートカバー 1989

φ269×H76 (12) <US>
φ255～260mmまで対応
¥2,650

CR-3492
プレートカバー 1991

φ278×H84 (12) <US>
φ261～270mmまで対応
¥2,850

CR-3494
プレートカバー 1993

φ290×H69 (12) <CN>
φ270～280mmまで対応
¥3,700
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SAN

CR-3566 CR-3567

クリア

CR-3568

ボーン

CR-3569

アイスブルー

CR-3570

アイスピンク

CR-3571

ブラック

CR-3572

クリア

CR-3573

ボーン

チューリップディッシュ 
デザート5oz

φ95×H55 160ml (24) <CN>
¥500

ブラック

チューリップディッシュ 
ベリー5oz

φ117×H41 150ml (24) <CN>
¥590CR-3574

チューリップディッシュ 
ボール13oz

φ141×H53  380ml (24) <CN>¥830

CR-3476
R＆S 
シーシェルソースカップ2ozホワイト

85×70×H49  60ml (48) .<US>
¥520

CR-3483
R＆S 
スタンダードラメキン2.5oz

φ76×H28  70ml (48) <CN>
¥570

CR-3495
R＆S 
ソースカップ2.5oz

φ63×H47  70ml (72) <US>
¥200

CR-3575
ジェイ 
ジャー

φ77×H96  250ml (24) .<US>
¥1,050

SAN

SAN

TULIP DISH

R&S
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CR-3661／ボーン

R＆S 
フルーテッドラメキン2oz

φ71×H36 60ml (48) <CN>
¥390

CR-3662／チョコレート
CR-3665／ボーン

R＆S 
フルーテッドラメキン3oz

φ80×H42 90ml (48) <CN>
¥450

CR-3666／チョコレート
CR-3667／ボーン

R＆S 
フルーテッドラメキン4oz

φ85×H45 120ml (48) <CN>
¥530

CR-3668／チョコレート

CR-3669／ブラック
CR-3670／ボーン

R＆S 
オーバルラメキン2oz

76×54×H37 60ml (48) <CN>
¥330

CR-3671／ブラック
CR-3672／ボーン

R＆S 
オーバルラメキン3oz

85×66×H42 90ml (48) <CN>
¥420

CR-3673／ブラック
CR-3674／ボーン

R＆S 
オーバルラメキン4oz

95×66×H45 120ml (48) <CN>
¥500

CR-3534／ホワイト

スキャロップ 
ラメキン2ozホワイト

φ69×H33 50ml (48) <CN>
¥440

CR-3535／ブラック

CR-3660
R＆S 
スムースラメキン1.5ozボーン

φ63×H38 40ml (48) <CN>
¥320

MF

DISHWASHER

CR-3486／ボーン
CR-3487／チョコレート
R＆S 
スムースラメキン2oz

φ72×H36 60ml (72) <CN>
¥350

CR-3663／ボーン
CR-3664／チョコレート
R＆S 
スムースラメキン3oz

φ79×H41 90ml (48) <CN>
¥450

¥470

CR-3536／ホワイト

スキャロップ 
ラメキン3oz

φ78×H37 70ml (48) <CN>

CR-3537／ブラック

MF

DISHWASHER

CR-3639／ホワイト

スクープ 
スクウェアディッシュ13.5

133×133×H35 150ml (48) <CN>
¥790

CR-3640／ブラック
CR-3637／ホワイト

スクープ 
スクウェアディッシュ9

92×92×H30 60ml (48) <CN>
¥540

CR-3638／ブラック
CR-4770／ホワイト

R＆S 
スクウェアラメキン

73×73×H25 60ml (48) <CN>
¥240

CR-4772／ブラック
CR-4771／ホワイト

R＆S 
ダブルスクウェアラメキン

147×70×H25 60ml×2 (24) <CN>
¥480

CR-4773／ブラック

R&S

MF

DISHWASHER

SCOOP

SCALLOPED
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わめら 丸皿　<CN>

QU-3976 28 白 ¥1,660 280×H31

QU-3977 24 白 ¥1,350 238×H28 

QU-3978 21 白 ¥1,030 210×H26

QU-3979 18 白 ¥750 180×H24

QU-3980 15 白 ¥600 150×H22

QU-3981 13 白 ¥400 130×H20

わめら 丸皿　<CN>

QU-3990 28 黒 ¥1,660 280×H31

QU-3991 24 黒 ¥1,350 238×H28

QU-3992 21 黒 ¥1,030 210×H26

QU-3993 18 黒 ¥750 180×H24

QU-3994 15 黒 ¥600 150×H22

QU-3995 13 黒 ¥400 130×H20

わめら 角皿　<CN>

QU-3988 大 白 ¥1,030 244×145×H24

QU-3989 小 白 ¥630 184×124×H20

QU-4002 大 黒 ¥1,030 244×145×H24

QU-4003 小 黒 ¥630 184×124×H20

わめら 笹皿　<CN>

QU-4004 大 白 ¥1,600 360×170×H60

QU-4005 中 白 ¥1,320 320×155×H50

QU-4006 小 白 ¥920 270×130×H45

わめら 笹皿　<CN>

QU-4015 大 黒 ¥1,600 360×170×H60

QU-4016 中 黒 ¥1,320 320×155×H5

QU-4017 小 黒 ¥920 270×130×H45

わめら 楕円皿　<CN>

QU-4007 大 白 ¥1,320 320×143×H30

QU-4008 小 白 ¥920 265×115×H25

QU-4018 大 黒 ¥1,320 320×143×H30

QU-4019 小 黒 ¥920 265×115×H25

QU-4023 大 黒 ¥1,030 238×136×H31

QU-4024 中 黒 ¥520 180×100×H25

QU-4025 小 黒 ¥260 118×79×H20

QU-4012 大 白 ¥1,030 238×136×H31

QU-4013 中 白 ¥520 180×100×H25

QU-4014 小 白 ¥260 118×79×H2

わめら 小判皿　<CN>

わめら 小判皿　<CN>

Japanese
Dinnerware MF

DISHWASHER
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QU-3957 大 黒 ¥920 183×133×H55

QU-3958 中 黒 ¥600 150×110×H45

QU-3959 小 黒 ¥350 120×87×H35

QU-3999 大 黒 ¥1,400 175×175×H60

QU-4000 中 黒 ¥860 150×150×H50

QU-4001 小 黒 ¥520 120×120×H45

QU-3985 大 白 ¥1,400 175×175×H60

QU-3986 中 白 ¥860 150×150×H50

QU-3987 小 白 ¥520 120×120×H45

メラミン食器の特徴
●メラミン製なので割れにくく、扱い易いです。
●食器洗浄機対応ですので、社員食堂や居酒屋、定食屋に最適です。
●和陶器の風合いで、メラミン製と分かりづらいです。

表面にマット感があり、
陶器感を演出しています。

※電子レンジ・オーブン不可
※直火や電熱調理器にかけたり、火のそばに置かないでください。

わめら くつわ鉢　<CN>

QU-3954 大 白 ¥920 183×133×H55

QU-3955 中 白 ¥600 150×110×H45

QU-3956 小 白 ¥350 120×87×H35

わめら くつわ鉢　<CN>

わめら どんぶり　<CN>

QU-3962 大 白 ¥1,400 171×H84 895ml

QU-3963 小 白 ¥1,260 150×H81 720ml

QU-3970 大 黒 ¥1,400 171×H84 895ml

QU-3971 小 黒 ¥1,260 150×H81 720ml

わめら 飯器　<CN>

QU-3964 大 白 ¥1,000 135×H75 510ml

QU-3965 小 白 ¥850 122×H70 390ml

QU-3972 大 黒 ¥1,000 135×H75 510ml

QU-3973 小 黒 ¥850 122×H70 390ml

わめら 小鉢　<CN>

QU-3960 大 白 ¥400 98×H37

QU-3961 小 白 ¥260 80×H23

QU-3968 大 黒 ¥400 98×H37

QU-3969 小 黒 ¥260 80×H23

わめら 深鉢　<CN>

QU-3966 大 白 ¥920 150×H71  565ml

QU-3967 小 白 ¥800 120×H71  325ml

QU-3974 大 黒 ¥920 150×H71  565ml

QU-3975 小 黒 ¥800 120×H71  325ml

わめら 朴葉皿　<CN>

QU-4009 大 白 ¥920 180×150×H50

QU-4010 中 白 ¥800 150×125×H46

QU-4011 小 白 ¥400 120×100×H40

わめら 朴葉皿　<CN>

QU-4020 大 黒 ¥920 180×150×H50

QU-4021 中 黒 ¥800 150×125×H46

QU-4022 小 黒 ¥400 120×100×H40

わめら とん水　<CN>

QU-4026 小 白 ¥700 110×H40  200ml

QU-4027 小 黒 ¥700 110×H40  200ml

QU-4028 白 ¥750 125×H45  275ml

QU-4029 黒 ¥750 125×H45  275ml

わめら 丸深皿　<CN>

QU-3982 大 白 ¥1,030 180×H43

QU-3983 中 白 ¥630 148×H40

QU-3984 小 白 ¥520 135×H35

わめら 丸深皿　<CN>

QU-3996 大 黒 ¥1,030 180×H43

QU-3997 中 黒 ¥630 148×H40

QU-3998 小 黒 ¥520 135×H35

わめら 角深皿　<CN>

わめら 角深皿　<CN>

わめら 湯呑み　<CN>

QU-3952 白 ¥550 77×H82  230ml

QU-3953 黒 ¥550 77×H82  230ml

QU-6863
角プレート 四つ仕切り クリーム

130×130×Ｈ28 <CN>¥1,500
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