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フードプロセッサー 1 DLC-102J フードプロセッサー M 丸皿（大） 10
チェラミカビアンカ

プレートCB2661　φ265
バースプーン 2

遠藤商事 業務用 バーテンダース

プーン

スロージューサー 1

MJ-L600-H スロージューサー

VITAMINSERVER（ビタミンサー

バー）

グラファイトグレー

丸皿（中） 20
チェラミカビアンカ

プレートCB2161　φ210
菜箸 2 シリコン菜箸 ブラック

ハンドミキサー 1
TESCOM　THM273-W ハンドミ

キサー ホワイト
丸皿（小） 20

チェラミカビアンカ

プレートCB1761　φ167
トング（大） 1

ナイロンナイロンヘッドロックトング

34cm

ミキサー 1 TESCOM　TM8200 ミキサー デップ皿 20
チェラミカビアンカ

スフレ皿CB0608　φ61
トング（中） 1

ナイロンナイロンヘッドロックトング

27cm

電気ケトル 1

BALMUDAK02A 電気ケトル

BALMUDA The Pot (バルミュー

ダ ザ・ポット) ブラック [0.6L]

ボウル皿 10
サトゥルノ　浅ボウル　φ175

CV1703SA
アイストング 1

和平フレイズ ジー・クック アイストン

グ

IH調理機器 2
Panasonic卓上IH調理器 ブラッ

ク KZ-PH33-K [1口]
オーバル皿（大） 10

グランデカビアンカ

W308*D205*H62
スケール 1

ドリテック デジタルスケール ガナッ

シュ 2kg アイボリー KS-705IV

包丁 2

ﾖｼﾀﾞ GST-B46 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 三徳3

点ｾｯﾄ

ﾍﾟﾃｨﾅｲﾌ　三徳包丁　ｼｬｰﾌﾟﾅｰ

オーバル皿（中） 10
グランデカビアンカ

W255*D170*H58
メジャーカップ 1

OXO アングルドメジャーカップ

大 1000ml クリア

ぺティーナイフ 2 上記セットに含む スプーン 20 デザートスプーン 計量スプーン 1

極厚ダブル計量スプーン 5cc

15cc

18-8ステンレス 日本製

シャープナー 1 上記セットに含む フォーク 20 デザートフォーク 計量カップ 3

iwaki

メジャーカップ

100cc/200cc/500cc 各１

キッチンばさみ 2 長谷川刃物 キッチンハサミ ブラック ナイフ 20 デザートナイフ タイマー 1
ドリテック デジタルタイマー スリム

キューブ ホワイト T-520WT

まな板 2
Ｊｏｓｅｐｈ　Ｊｏｓｅｐｈ

グリップトップ　ホワイト
スプーン（子供用） 5

子供用カトラリーセット スプーン

フォーク ナイフ 3点セット18-8ステ

ンレス製

ミキシングカップ 1 Mr.スリム ミキシングカップ 580ml

まな板スタンド 1 まな板スタンド フォーク（子供用） 5 上記セットに含む マドラースプーン 1
18-8ミラノマドラー

ステンレス、銀メッキ付き、L210㎜

フライパンセット 1

ﾌｨｽﾗｰ

ｱﾀﾞﾏﾝﾄﾌﾗｲﾊﾟﾝ24C

FG-24 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾀ 24C

ナイフ（子供用） 5 上記セットに含む 栓抜き 1
和平フレイズ ジー・クック ステンレス

栓抜

鍋 1
ﾐﾔｻﾞｷ GEO-18N ｶﾀﾃﾅﾍﾞ

18CM
バターナイフ 2 バターナイフ 缶切り 1

和平フレイズ ジー・クック 四徳缶

切 GC-101 1個

IH対応鍋・フライパン

セット
1 ﾐﾔｻﾞｷ GEO-22PF ﾎﾟﾄﾌﾅﾍﾞ22C 箸 20 ねじり箸 しゃもじ 1 曙産業 自立しゃもじ ホワイト

レードル（大） 1 ナイロン ナイロンレードル幅広 箸置き 20 エコノミーナイフフォークレスト ワインオープナー 1 ルクルーゼワインオープナー

レードル（中） 1 ナイロン ナイロンメモリ付レードル トレー（大） 20
ノンスリップトレイ 320x240mm

チーク
ミトン 1 OXO シリコンオーブンミット

フライ返し 1 ナイロン ソフト ターナー ブラック トレー（中） 20
ノンスリップトレイ 360x280mm

チーク
スチールラック 1

スチールラック エコノミー 耐荷重

80kg ポール径19mm 3段

W595×D345×H510ｍｍ

ボール（大） 1 ﾔﾅｷﾞ ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｰﾙ 23CM ウォーターグラス 20

PasabahceタンブラーL

φ73×H118mm　284cc

スタッキング可

スチームオーブンレンジ 1 大和冷機工業 DSC-022SC

ボール（中） 1 ﾔﾅｷﾞ ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｰﾙ 19CM ワイングラス 20

PasabahceワインL

Φ76 H123mm 300cc

スタッキング可

IH炊飯ジャー 1 タイガー魔法瓶 JKH-P

ザル（大） 1 ﾔﾅｷﾞ ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｽﾄﾚｰﾅｰ 23CM 電動式氷削機 1 池永鉄工 FM-500 業務用食器洗浄機 1 大和冷機工業 DDW-UE4

ザル（中） 1 ﾔﾅｷﾞ ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｽﾄﾚｰﾅｰ 19CM 冷蔵ディスプレイケース 1 大和冷機工業 KT-301B３ 業務用冷凍冷蔵庫 1 フクシマガリレイ 241NYS1

キューブアイスメーカー 1 大和冷機工業 DRI-45LMF
業務用ガステーブルコン

ロ
1 マルゼン M-222C

清掃具（掃除機/モッ

プ他）
1

ポリバケツ10L、プロテックブンチリ、ブルロ

ンTF-N伸縮、セイワ伸縮ハンドル

HAS-200P、セイワマイクロモップ400、

ハンディクリーナー
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