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カタログ区分 品名 品番 税込価格 税抜価格

客席調理機器 ガス 無煙ロースター 赤熱板焼網タイプ 器具 MDRK-1443T 238,700 217,000

客席調理機器 ガス 無煙ロースター ロストルタイプ 器具 MDR-140-TG(LP) 176,000 160,000

客席調理機器 ガス 無煙ロースター 鉄板焼タイプ  器具 S-98K オープン オープン

客席調理機器 電気 無煙ロースター ロストルタイプ 器具 S-50E-S2 オープン オープン

客席調理機器 上引きフード SOC スライドタイプ PNA-000039 オープン オープン

客席調理機器 上引きフード C100 固定タイプ PNA-000045 オープン オープン

客席調理機器 ガス 卓上焼物器 NK5SN PNA-000050 オープン オープン

客席調理機器 ガス 卓上焼物器 NK4N PNA-000051 オープン オープン

客席調理機器 ガス 客席ロースター 赤熱板焼網タイプ 器具 CTRK-271-TG(LP) 85,800 78,000

客席調理機器 ガス 客席ロースター ロストルタイプ 器具 S-61-TG(LP) 49,500 45,000

客席調理機器 ガス 客席ロースター ロストルタイプ  器具 ( 上操作 ) S-71-TG(LP) 52,800 48,000

客席調理機器 ガス 客席ロースター ロストルタイプ 器具 CTR-610-TG(LP) 近日発売予定 近日発売予定

客席調理機器 ガス 客席ロースター ロストルタイプ 器具 ( 上操作 ) CTR-710-TG(LP) 近日発売予定 近日発売予定

客席調理機器 ガス 客席 BBQロースター 熱板焼網タイプ 器具 CTR-310-TG(LP) 107,800 98,000

客席調理機器 トッセルブーテツッリザルエウ」013RTC「 タスーロ席客 スガ SWR-120-310 207,900 189,000

客席調理機器 ガス 客席 BBQロースター 溶岩焼網タイプ 器具 CTR-MBBQ-TG(LP) 162,800 148,000

客席調理機器 「焼舞台」ガス 客席グリドル 450 ミガキ鉄板 器具 CTG-419SVPF-TG(LP) 192,500 175,000

客席調理機器 「焼舞台」ガス 客席グリドル 450 黒皮鉄板 器具 CTG-419SVSF-TG(LP) 181,500 165,000

客席調理機器 「焼舞台」ガス 客席グリドル 600 ミガキ鉄板 器具 CTG-619SVPF-TG(LP) 192,500 175,000

客席調理機器 「焼舞台」ガス 客席グリドル 600 黒皮鉄板 器具 CTG-619SVSF-TG(LP) 181,500 165,000

客席調理機器 「焼舞台」ガス 客席グリドル 900 ミガキ鉄板 器具 CTG-919SVPF-TG(LP) 211,200 192,000

客席調理機器 「焼舞台」ガス 客席グリドル 900 黒皮鉄板 器具 CTG-919SVSF-TG(LP) 200,200 182,000

客席調理機器 「焼舞台」ガス 客席グリドル 1200 ミガキ鉄板 器具 CTG-1219SVPF-TG(LP) 228,800 208,000

客席調理機器 「焼舞台」ガス 客席グリドル 1200 黒皮鉄板 器具 CTG-1219SVSF-TG(LP) 217,800 198,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 450 ミガキ鉄板 器具 CTG-419LH09PF-S2 327,800 298,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 450 黒皮鉄板 器具 CTG-419LH09SF-S2 316,800 288,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 450 ミガキ鉄板 器具 CTG-419LH18PF-S2 382,800 348,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 450 黒皮鉄板 器具 CTG-419LH18SF-S2 371,800 338,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 450 ミガキ鉄板 器具 CTG-419LH18PF-T2 382,800 348,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 450 黒皮鉄板 器具 CTG-419LH18SF-T2 371,800 338,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 600 ミガキ鉄板 器具 CTG-619LH18PF-S2 327,800 298,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 600 黒皮鉄板 器具 CTG-619LH18SF-S2 316,800 288,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 600 ミガキ鉄板 器具 CTG-619LH24PF-S2 382,800 348,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 600 黒皮鉄板 器具 CTG-619LH24SF-S2 371,800 338,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 600 ミガキ鉄板 器具 CTG-619LH24PF-T2 382,800 348,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 600 黒皮鉄板 器具 CTG-619LH24SF-T2 371,800 338,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 900 ミガキ鉄板 器具 CTG-919LH24PF-S2 437,800 398,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 900 黒皮鉄板 器具 CTG-919LH24SF-S2 426,800 388,000



カタログ区分 品名 品番 税込価格 税抜価格

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 900 ミガキ鉄板 器具 CTG-919LH36PF-S2 492,800 448,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 900 黒皮鉄板 器具 CTG-919LH36SF-S2 481,800 438,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 900 ミガキ鉄板 器具 CTG-919LH36PF-T2 492,800 448,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 900 黒皮鉄板 器具 CTG-919LH36SF-T2 481,800 438,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 1200 ミガキ鉄板 器具 CTG-1219LH36PF-S2 492,800 448,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 1200 黒皮鉄板 器具 CTG-1219LH36SF-S2 481,800 438,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 1200 ミガキ鉄板 器具 CTG-1219LH54PF-S2 547,800 498,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 1200 黒皮鉄板 器具 CTG-1219LH54SF-S2 536,800 488,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 1200 ミガキ鉄板 器具 CTG-1219LH54PF-T2 547,800 498,000

客席調理機器 「焼舞台」電気 客席グリドル 1200 黒皮鉄板 器具 CTG-1219LH54SF-T2 536,800 488,000

客席調理機器 具器 」ELGNAIRT「 ロンコ席客 スガ CTK-3000TR-TG(LP) オープン オープン

客席調理機器 トッセ卓洋 」ELGNAIRT「 ロンコ席客 スガ
CTK3000TR-TG(LP)-LSA084-
T12DF

オープン オープン

客席調理機器 トッセ卓和 」ELGNAIRT「 ロンコ席客 スガ
CTK3000TR-TG(LP)-LWC097-
T12DF

オープン オープン

客席調理機器 具器 様仕枠飾 」ANAH「 ロンコ席客 スガ CTK-2001-TG(LP) 97,900 89,000

客席調理機器 トッセ卓洋 」ANAH「 ロンコ席客 スガ
CTK2001-TG(LP)-LSA084-
T12DF

オープン オープン

客席調理機器 トッセ卓和 」ANAH「 ロンコ席客 スガ
CTK2001-TG(LP)-LWC097-
T12DF

オープン オープン

客席調理機器 ガス 客席コンロ 器具 CTK-22S-TG(LP) 59,400 54,000

客席調理機器 ロストルラック RF305 PNA-000012 オープン オープン

客席調理機器 」ンタリク「 剤洗用専ﾙｾ機塵集気電･ｰﾀﾙｨﾌｽﾘﾞｸ Y-201 22,000 20,000

客席調理機器 」濯洗の鬼ーパース「 剤洗用ルトスロ・網焼 Y-225 22,000 20,000

客席調理機器 「スーパー鬼の洗濯」中和剤 Y-226 11,000 10,000

客席調理機器 高圧洗浄式ロストルクリーナー 網・ロストル鉄板用 WRC-350B PNA-000048 オープン オープン

客席調理機器 回転ドラム式ロストルクリーナー 網専用 GAC-70A PNA-000049 オープン オープン

客席調理機器 ロストルクリーナー網専用 GAC-70A 用ステンレスチップ 5kg 品番なし オープン オープン

業務用厨房機器 SRAK-041A-TG(LP) 693,000 630,000

業務用厨房機器 SRAK-061A-TG(LP) 806,300 733,000

業務用厨房機器 SRAK-101A-TG(LP) 1,097,800 998,000

業務用厨房機器 口4」々楽ツッガ鍋石「 ロンコ飯炊御制ンコイマ スガ SSAK-041A-TG(LP) 671,000 610,000

業務用厨房機器 口6」々楽ツッガ鍋石「 ロンコ飯炊御制ンコイマ スガ SSAK-061A-TG(LP) 783,200 712,000

業務用厨房機器 口8」々楽ツッガ鍋石「 ロンコ飯炊御制ンコイマ スガ SSAK-081A-TG(LP) 935,000 850,000

業務用厨房機器 口4」々楽ツッガパンビピ「 ロンコパンビピ御制ンコイマ スガ SPAK-041A-TG(LP) 671,000 610,000

業務用厨房機器 口6」々楽ツッガパンビピ「 ロンコパンビピ御制ンコイマ スガ SPAK-061A-TG(LP) 783,200 712,000

業務用厨房機器 口8」々楽ツッガパンビピ「 ロンコパンビピ御制ンコイマ スガ SPAK-081A-TG(LP) 935,000 850,000

業務用厨房機器 口4」々楽ツッガ腕鉄「 ロンコ能機多御制ンコイマ スガ STAK-041A-TG(LP) 671,000 610,000

業務用厨房機器 口6」々楽ツッガ腕鉄「 ロンコ能機多御制ンコイマ スガ STAK-061A-TG(LP) 783,200 712,000

業務用厨房機器 口8」々楽ツッガ腕鉄「 ロンコ能機多御制ンコイマ スガ STAK-081A-TG(LP) 935,000 850,000

業務用厨房機器 」2№ツッガ「 ロンコルブーテスガ SK-2-TG(LP) 46,200 42,000

業務用厨房機器 」3№ツッガ「 ロンコルブーテスガ SK-3-TG(LP) 62,700 57,000

業務用厨房機器 」5№ツッガスーペス「 ロンコルブーテスガ SK-5-TG(LP) 50,600 46,000

業務用厨房機器 口2」涼ツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ型射輻低 STK-S572T-TG 101,200 92,000

業務用厨房機器 口4」涼ツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ型射輻低 STK-S574T-TG 168,300 153,000

業務用厨房機器 口6」涼ツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ型射輻低 STK-S576T-TG 244,200 222,000

業務用厨房機器 口2」sulP＋ツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ STK-582-TG(LP) 81,400 74,000

業務用厨房機器 付置装全安消立 口2」sulP＋ツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ STK-582T-TG(LP) 92,400 84,000

業務用厨房機器 口4」sulP＋ツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ STK-584-TG(LP) 134,200 122,000

2



3

カタログ区分 品名 品番 税込価格 税抜価格

業務用厨房機器 付置装全安消立 口4」sulP＋ツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ STK-584T-TG(LP) 146,300 133,000

業務用厨房機器 口6」sulP＋ツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ STK-586-TG(LP) 188,100 171,000

業務用厨房機器 付置装全安消立 口6」sulP＋ツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ STK-586T-TG(LP) 213,400 194,000

業務用厨房機器 口2」ツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ STK-572-TG(LP) 79,200 72,000

業務用厨房機器 付置装全安消立 口2」ツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ STK-572T-TG(LP) 92,400 84,000

業務用厨房機器 口4」ツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ STK-574-TG(LP) 124,300 113,000

業務用厨房機器 付置装全安消立 口4」ツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ STK-574T-TG(LP) 146,300 133,000

業務用厨房機器 口6」ツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ STK-576-TG(LP) 174,900 159,000

業務用厨房機器 付置装全安消立 口6」ツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ STK-576T-TG(LP) 213,400 194,000

業務用厨房機器 口2」sulP＋ツッガパンビピ「 ロンコルブーテスガ SPK-582-TG(LP) 81,400 74,000

業務用厨房機器 付置装全安消立 口2」sulP＋ツッガパンビピ「 ロンコルブーテスガ SPK-582T-TG(LP) 92,400 84,000

業務用厨房機器 口4」sulP＋ツッガパンビピ「 ロンコルブーテスガ SPK-584-TG(LP) 134,200 122,000

業務用厨房機器 付置装全安消立 口4」sulP＋ツッガパンビピ「 ロンコルブーテスガ SPK-584T-TG(LP) 146,300 133,000

業務用厨房機器 口6」sulP＋ツッガパンビピ「 ロンコルブーテスガ SPK-586-TG(LP) 188,100 171,000

業務用厨房機器 付置装全安消立 口6」sulP＋ツッガパンビピ「 ロンコルブーテスガ SPK-586T-TG(LP) 213,400 194,000

業務用厨房機器 口2」ツッガパンビピ「 ロンコルブーテスガ SPK-572-TG(LP) 79,200 72,000

業務用厨房機器 付置装全安消立 口2」ツッガパンビピ「 ロンコルブーテスガ SPK-572T-TG(LP) 92,400 84,000

業務用厨房機器 口4」ツッガパンビピ「 ロンコルブーテスガ SPK-574-TG(LP) 124,300 113,000

業務用厨房機器 付置装全安消立 口4」ツッガパンビピ「 ロンコルブーテスガ SPK-574T-TG(LP) 146,300 133,000

業務用厨房機器 口6」ツッガパンビピ「 ロンコルブーテスガ SPK-576-TG(LP) 174,900 159,000

業務用厨房機器 付置装全安消立 口6」ツッガパンビピ「 ロンコルブーテスガ SPK-576T-TG(LP) 213,400 194,000

業務用厨房機器 口2」んだんだツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ STK-572DAN-TG(LP) 86,900 79,000

業務用厨房機器 付置装全安消立 口2」んだんだツッガ腕鉄「 ロンコルブーテスガ STK-572TDAN-TG(LP) 102,300 93,000

業務用厨房機器 口2」んだんだツッガパンビピ「 ロンコルブーテスガ SPK-572DAN-TG(LP) 86,900 79,000

業務用厨房機器 付置装全安消立 口2」んだんだツッガパンビピ「 ロンコルブーテスガ SPK-572TDAN-TG(LP) 102,300 93,000

業務用厨房機器 ガステーブルコンロ 業務用レンジ 1 口 S-1220-TG(LP) 66,000 60,000

業務用厨房機器 ガステーブルコンロ 丸型コンロ SK-33D-TG(LP) 9,460 8,600

業務用厨房機器 」Ⅱ郎次鬼赤「 器しこ起炭式火着スガ S-610-TG(LP) 129,800 118,000

業務用厨房機器 」Ⅱ郎太鬼赤「 器しこ起炭式火着スガ S-910-TG(LP) 162,800 148,000

業務用厨房機器 」郎三鬼赤 番消炭「 壺消火炭 S-300-000100 41,800 38,000
脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」電気鉄板焼 W700 笠木タイプ
GWG-GDLH719KGMGY(OAK)-
S2

オープン オープン

脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」電気鉄板焼 W700 天板タイプ
CWG-GDLH719TBMGY(OAK)-
S2

オープン オープン

脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」電気鉄板焼 W900 笠木タイプ
CWG-GDLH919KGMGY(OAK)-
S2

オープン オープン

脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」電気鉄板焼 W900 天板タイプ
CWG-GDLH919TBMGY(OAK)-
S2

オープン オープン

脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」ガスリングバーナ鉄板焼 W700 笠木タイプ
CWG-GDRB719KGMGY(OAK)-
TG(LP)

オープン オープン

脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」ガスリングバーナ鉄板焼 W700 天板タイプ
CWG-GDRB719TBMGY(OAK)-
TG(LP)

オープン オープン

脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」ガスリングバーナ鉄板焼 W900 笠木タイプ
CWG-GDRB919KGMGY(OAK)-
TG(LP)

オープン オープン

脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」ガスリングバーナ鉄板焼 W900 天板タイプ
CWG-GDRB919TBMGY(OAK)-
TG(LP)

オープン オープン

脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」ガスパイプバーナ鉄板焼 W700 笠木タイプ
CWG-GDPB719KGMGY(OAK)-
TG(LP)

オープン オープン



カタログ区分 品名 品番 税込価格 税抜価格
脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」ガスパイプバーナ鉄板焼 W700 天板タイプ
CWG-GDPB719TBMGY(OAK)-
TG(LP)

オープン オープン

脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」ガスパイプバーナ鉄板焼 W900 笠木タイプ
CWG-GDPB919KGMGY(OAK)-
TG(LP)

オープン オープン

脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」ガスパイプバーナ鉄板焼 W900 天板タイプ
CWG-GDPB919TBMGY(OAK)-
TG(LP)

オープン オープン

脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」電気グリラー 笠木タイプ（SO品）
CWG-GRH719KGMGY(OAK)-
S2

オープン オープン

脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」電気グリラー 天板タイプ（SO品）
CWG-GRH719TBMGY(OAK)-
S2

オープン オープン

脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」IH コンロ 笠木タイプ（SO品）
CWG-KIH719KGMGY(OAK)-
T2

オープン オープン

脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」IH コンロ 天板タイプ（SO品）
CWG-KIH719TBMGY(OAK)-
T2

オープン オープン

脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」電気フライヤー 笠木タイプ（SO品）
CWG-FYH719KGMGY(OAK)-
S2

オープン オープン

脱臭機能付き
無煙調理ワゴン

「Wagon de Cook」電気フライヤー 天板タイプ（SO品）
CWG-FYH719TBMGY(OAK)-
S2

オープン オープン

喫茶調理機器 コーヒードリップマシン 単相 200V デカンタ式 BCM-200 467,500 425,000

喫茶調理機器 板銅003D×054W 」ジーテストッホ「 ルドリグ板銅 気電 HSG-4530CU-S2 484,000 440,000

喫茶調理機器 板銅054D×006W 」ジーテストッホ「 ルドリグ板銅 気電 HSG-6045CU-S2 624,800 568,000

喫茶調理機器 ガスサイフォンテーブル 2 口 SSH-502SD-TG(LP) 41,800 38,000

喫茶調理機器 ガスサイフォンテーブル 3 口 SSH-503SD-TG(LP) 51,700 47,000

喫茶調理機器 ガスサイフォンテーブル 4 口 SSH-504SD-TG(LP) 63,800 58,000

喫茶調理機器 ロート立 3 口 S-403DX 12,100 11,000

喫茶調理機器 ロート立 4 口 S-404DX 15,400 14,000

喫茶調理機器 インテリアサイフォンテーブル枠 3 口用 S-833 30,800 28,000

喫茶調理機器 インテリアサイフォンテーブル枠 4 口用 S-834 33,000 30,000

屋外機器
「パラソルヒーター」 ガスストーブ 屋外式 
LP ガス 10㎏ボンベタイプ

SPH-119-LP オープン オープン

屋外機器
「パラソルヒーター」 ガスストーブ 屋外式
 LP ガス 20㎏ボンベタイプ

SPH-219-LP オープン オープン

屋外機器 「パラソルヒーター」 ガスストーブ 屋外式 都市ガスタイプ SPH-119-TG オープン オープン

屋外機器 「パラソルヒーター」 ガスストーブ 屋外式 三相 200V タイプ SPH-100E48-200V3 オープン オープン

屋外機器 TR-2017R-LP オープン オープン

屋外機器 」スーベベンボ「 yrosseccA retaeh losaraP 99-0240 オープン オープン

屋外機器 型結直道水 」ーラークトスミルソラパ「 yrosseccA retaeh losaraP PMC-ST オープン オープン

屋外機器 型臓内クンタ 」ーラークトスミルソラパ「 yrosseccA retaeh losaraP PMC-TNK20 オープン オープン

屋外機器 プイタA 」ーバカルソラパ「 yrosseccA retaeh losaraP SPH-C1000C-A オープン オープン

屋外機器 プイタB 」ーバカルソラパ「 yrosseccA retaeh losaraP SPH-C1000C-B オープン オープン

屋外機器 プイタC 」ーバカルソラパ「 yrosseccA retaeh losaraP SPH-C1000C-C オープン オープン

屋外機器 プイタンーェチ 」ドーガルソラパ「 yrosseccA retaeh losaraP SPH-G1000C オープン オープン

屋外機器 プイタプイパ 」ドーガルソラパ「 yrosseccA retaeh losaraP SPH-G1001P → SPH-G1000P オープン オープン

屋外機器 Parasol heater Accessory  転倒防止補助プレート SPH-500-000011 オープン オープン

屋外機器 」ーバカトスラテ「 yrosseccA TSARRET TR-C1000C オープン オープン

屋外機器 S-101-TG(LP) 352,000 320,000

屋外機器 S-102-TG(LP) 330,000 300,000

屋外機器 S-105-TG(LP) 159,500 145,000

屋外機器 S-106-TG(LP) 203,500 185,000
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カタログ区分 品名 品番 税込価格 税抜価格
業務用高性能
グリスフィルター

「チャントルグリスフィルターⅠ（高性能タイプ）」200 × 200 SCF-2020 Ⅳ オープン オープン

業務用高性能
グリスフィルター

「チャントルグリスフィルターⅢ」200× 200 SCF-2020A オープン オープン

業務用高性能
グリスフィルター

「チャントルグリスフィルターⅠ（高性能タイプ）」250× 250 SCF-2525 Ⅳ オープン オープン

業務用高性能グリ
スフィルター

「チャントルグリスフィルターⅢ」250× 250 SCF-2525A オープン オープン

業務用高性能
グリスフィルター

「チャントルグリスフィルターⅠ（高性能タイプ）」300× 300 SCF-3030 Ⅳ オープン オープン

業務用高性能グ
リスフィルター

「チャントルグリスフィルターⅢ」300× 300 SCF-3030A オープン オープン

業務用高性能
グリスフィルター

004×004」）プイタ能性高（Ⅰータルィフスリグルトンャチ「 SCF-4040 Ⅳ オープン オープン

業務用高性能
グリスフィルター

004×004」Ⅲータルィフスリグルトンャチ「 SCF-4040A オープン オープン

業務用高性能
グリスフィルター

「チャントルグリスフィルターⅠ（高性能タイプ）」500× 250 SCF-5025 Ⅳ オープン オープン

業務用高性能
グリスフィルター

「チャントルグリスフィルターⅢ」500× 250 SCF-5025A オープン オープン

業務用高性能
グリスフィルター

「チャントルグリスフィルターⅠ（高性能タイプ）」500× 300 SCF-5030 Ⅳ オープン オープン

業務用高性能
グリスフィルター

003×005」Ⅲータルィフスリグルトンャチ「 SCF-5030A オープン オープン

業務用高性能
グリスフィルター

004×005」）プイタ能性高（Ⅰータルィフスリグルトンャチ「 SCF-5040 Ⅳ オープン オープン

業務用高性能
グリスフィルター

004×005」Ⅲータルィフスリグルトンャチ「 SCF-5040A オープン オープン

業務用高性能
グリスフィルター

「チャントルグリスフィルターⅠ（高性能タイプ）」500× 500 SCF-5050 Ⅳ オープン オープン

業務用高性能
グリスフィルター

005×005」Ⅲータルィフスリグルトンャチ「 SCF-5050A オープン オープン

電子エアカーテン プイタ掛壁」ンテーカ-e ルトンャチ「 ンテーカアエ子電 SEC-2010T オープン オープン

電子エアカーテン プイタ吊天」ンテーカ-e ルトンャチ「 ンテーカアエ子電 SEC-2110T オープン オープン

家庭用調理機器 家庭用ガスグリドル 高級たこ焼器「こだま」 Y-03D-TG(LP) 10,780 9,800

家庭用調理機器 家庭用ガスグリドル 高級ジャンボたこ焼器「大玉」 Y-20B-TG(LP) 14,850 13,500

家庭用調理機器 家庭用ガスグリル 高級焼肉器「王者」 Y-18T-TG(LP) 17,380 15,800

家庭用調理機器 家庭用ガスグリル 高級焼肉器「じゅん」 Y-77C-LP(LP) 14,850 13,500
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