
NEW NEWNEW

NEW ARRIVAL / PICK UP ITEM

BUYERS SELECT
［イベント・テイクアウト／飲食消耗品／厨房内消耗品］／厨房内備品／店舗備品 新商品情報



フィルムケース

イベント・テイクアウト

イベント・テイクアウト

装飾フィルム チャップ花

鮮やかな色と見た目で新鮮度アップ！調理直後に使えてレンジアップも安心。生葉に比べて保存も利き、衛生的です。
グルメシート
ユニバース

一枚一枚丁寧に折り込んだカップは食材を入れても形が崩れません。冷凍
での使用も可能です。

グルメカップ華 オーロラ
マイン

内面に食品対応のニス加工を施した、片手で持ってもたわみにくい丈夫な
紙皿です。

ウルトラプレート
ペーパーウェア

サイズや形状、包装形態などシーンに合わせて豊富なラインナップからお選びいただけます。
ダイヤストロー
シバセ工業

電子レンジ対応のチャップ花です。
ラミチャップ花／スーパーチャップ
春日商事

フィルムと金箔入和紙の貼り合わせにより高級感を演出します。食材を入
れても形が崩れません。冷凍での使用も可能です。

グルメカップ華 金銀雲龍
マイン

4個のドリンクカップが入ります。製品の真ん中にミシン目が入っているの
で、2個タイプに切り分けてご使用頂けます。

未晒コーン＆カップホルダー
溝端紙工印刷

フィルムと和紙の貼り合わせにより高級感を演出します。食材を入れても
形が崩れません。冷凍での使用も可能です。

グルメカップ華 雲龍
マイン

イベント等の容器のお供に！活用シーンの多いフォーク付の使い捨てス
プーンです。

Fitフォークスプーン
アサヒ徳島

お弁当、サンドイッチ、オードブル、カットフルーツなど多様な用途に使用できるピックスです。
星型ピックス＃80
アサヒ徳島

装飾フィルム

フィルムケース

皿

ストロー

チャップ花

フィルムケース

カップホルダー

フィルムケース

スプーン

ピックス
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テーブルマット

盛付用小型カップ

割箸 紙おしぼり

テーブルマット
カミイソ産商

透明性と光沢がある小型カップです。剥離性が良く、
作業時間の短縮を実現します。

ホイルカップ
セイコー

スタンダードな双生箸。日常使いにもおすすめです。
BASIC 竹割箸
スズカ未来

おてもとマット
カミイソ産商

お料理の詰め合わせに最適なフィット感を醸し出すソ
フトな容器です。

コンビカップ
セイコー

端正な印象で高級感を演出します。
BASIC 竹天削
スズカ未来

箸置きマット
カミイソ産商

弁当容器のコーナー部分におさまる安定感のある小
型容器です。

三角コーナー（PS）
セイコー

手触りが良く拭き心地が良いおしぼりです。
レーヨンおしぼり ふわりっち
溝端紙工印刷

半月テーブルマット
カミイソ産商

仕出し弁当やおせち料理の盛付のアクセントに。電子
レンジOKの小型容器です。

珍味入れ 丸／華
マイン

黒色のおしぼり。高級感があり清潔。
紙おしぼり リフレブラック
溝端紙工印刷

テーブルマット

盛付用小型カップ

割箸

テーブルマット

盛付用小型カップ

割箸

テーブルマット

盛付用小型カップ

不織布おしぼり

テーブルマット

盛付用小型カップ

不織布おしぼり

ラップ

魅せる空間、期待と臨場感、カウンターでも映える。使える。作業台に乗せ
ておけるため、すぐに使えてオペレーションもスムーズに。

リケン デザイナーズラップ
リケンファブロ

35cm×50cmにカットしたクッキングシートをスパイラル方式にセットした
商品。狭い場所でも場所を取らず、1本50枚入と扱いやすくなっています。

業務用クックパーEG カットタイプ
旭化成ホームプロダクツ

耐熱温度220度の透明なクッキングシートです。旨みをとじ込め、彩り華や
かに、香りを楽しむ演出が可能です。

耐熱クッキングシート TSUTSUMU
リケンファブロ

ラップ クッキングシート クッキングシート

クッキングシート
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●お問い合わせは…

保存容器

厨房雑貨

配膳用小物

軽くて丈夫で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできる保存容器です。底面とフタの凹凸で、違うサイズの
ものでも積み重ねて保存できます。お弁当箱にもちょうどいいサイズです。

ジップロックコンテナー／
ジップロックコンテナー ごはん保存容器

旭化成ホームプロダクツ

BK 丸型ウォーターピッチャー
本間冬治工業

BK ノンウェットピッチャー 1.7L
本間冬治工業

弁慶 フラットウェアーラック
本間冬治工業

和帽子 9-601 白
住商モンブラン

弁慶 プレートトレーラック
本間冬治工業

密閉容器

ピッチャー ピッチャー

食器洗浄機用ラック

調理帽

食器洗浄機用ラック

パワーガス 2000S
新富士バーナー

パワーターボ HD-X
オリエンテック

ガスボンベ トーチバーナー

ユニフォーム

積み重ねて保存できるので冷蔵庫内もスッキリ。食器棚にもコンパクトに収納できます。

重ねてスッキリ、スマートデザイン。

リニューアル＆
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