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21世紀の新たな分野へチャレンジする（株）ナガヨのTRADE MARKです。
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1965年の創業時、工場を持たないメーカー的な立ち位置から、オリジナルの宴会装飾食器、オリジナル中華銀器、銅製バイキングシップ等の開発、
卸販売を行っていました。
それと並行して、フランスの調理道具、フィリピン産のシャコ貝、マレーシア製のピューター製品などの輸入も手掛けておりました。
最近では、ドイツ製のグラス、チェコ製の陶器、フランス製のカトラリーなどを扱っています。
そして、創業時より食器を貸出しする、レンタル食器を日本で最初に始めました。
小人数の着席、立食パーティから大規模な宴会まで、さまざまな形態に対応できる品揃えを心掛けております。
今後も、飲食業界の皆様にお役に立つ、商品・サービスをご提案・ご提供できるようにして、業界の皆様のお役に立てるようにしていく所存です。

　東京、大阪、燕（新潟）の三拠点にて、営業スタッフが、店舗オー
プンからその後の運営支援までお手伝いさせて頂きます。長期の使
用で、キズなどが目立つようになって来ましたステンレス製品、陶器、
漆器の修理も承ります。
住所　東京都台東区松が谷4-28-2
TEL 03-3842-6781  FAX 03-3842-6784

　新潟県燕市の物流センター内にあり、商品を取りまとめ、日本全
国のお取引先様にお送りしています。また、工業団地にも隣接してい
ますので、地の利を生かし、別注品の対応も迅速にできます。また、
ステンレス製品、銀メッキ製品の修理もお受け致します。
　販売営業部においては、新潟県内のお取引先様、レンタル部にお
きましては、東日本のお取引先様を担当しています。
住所　新潟県燕市物流センター2-25
TEL 0256-64-4361  FAX 0256-64-4887

　創業時より行い、日本で最初に始めました。小規模から大規模ま
での立食パーティから着席のコース会食、ホームパーティまで、様ざ
まなシーンでご利用いただけるアイテムをご用意しております。東京、
大阪、燕（新潟）の三拠点で取り扱いしています。
住所　東京都台東区松が谷4-28-2
TEL 03-3842-1685  FAX 03-3842-6784

販売営業部においては、大阪府近郊のお取引先様、レンタル部にお
きましては、西日本のお取引先様を担当しています。
住所　大阪府大阪市大正区小林東3-17-15
TEL 06-6555-6333  FAX 06-6555-6355

会 社 名
代 表 者
資 本 金
創 業
創 立
取引銀行

業務用厨房道具類・卓上用品類・各種消耗品類の卸販売
パーティ用食器類・卓上用品類のレンタル
オリジナル装飾食器の開発及び販売
陶器・ステンレス製品の再生事業
無鉛グラス、陶器の輸入・販売

昭和40年
昭和47年
昭和56年
昭和62年
昭和63年
昭和63年
平成 2 年
平成 2 年
平成 3 年
平成 4 年
平成 7 年
平成 8 年
平成 9 年
平成12年
平成15年
平成17年
平成18年
平成24年 

株式会社　ナガヨ
捧　英世
1000万円
昭和40年3月1日
昭和47年4月1日
日本政策金融公庫　
商工組合中央金庫
みずほ銀行
みずほ銀行
三菱東京 UFJ 銀行
北越銀行
朝日信用金庫

東京都千代田区で個人にて　洋食器販売と食器のレンタル業を開業

個人から株式会社に組織改組

東京都台東区に本社ビル建設　地上7階　地下1階　第1ビル

東京都台東区　本社隣接地にレンタル事業部ビル建設　地上6階　第2ビル

新潟県燕市に燕営業所開設　第3ビル

燕市に於いて弊社主催文化講演会を開催　以後例年開催

東京都台東区　第2ビル隣接地にビル購入　地上3階　第4ビル

大阪市大正区に　大阪営業所を開設　330m₂

新潟県燕市第3ビル隣接地に物流配送センターを建設　地上3階　第5ビル

燕営業所にショールーム開設　660m₂

フッ素加工事業部を開設　加工事業を開始

蒔絵加工事業を開始・漆器クリーニング事業開始

東京都台東区　本社隣接地にレンタル配送センターを建設　地上4階　第6ビル

アメリカ製　湿度コントロールパネル総販売元として発売開始

環境事業部開設　陶磁器のクリーニング事業開始

創業40周年

無鉛クリスタルグラスの輸入開始

ヨーロッパより陶器輸入開始

中国よりグラス輸入開始

ネットでの販売を本格開始

上野支店
雷門支店
鶯谷支店
日暮里支店
東京支店
合羽橋支店

販売営業部

燕営業所

レンタル部

大阪営業所

代表取締役社長　捧
さ さ げ

　英
ひ で

世
よ

ご挨拶

概要 沿革

事業内容

営業案内
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To a new style
with a new item
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レンタル料金のお支払は前金制前金制となります
納品日の２営業日前までにお振込み頂きます

ナガヨレンタルご利用の流れ

商品のお渡し日です

配達、ご来社にて商品をお渡し致します。
お立会いの下、商品のご確認をお願い致します。

商品は洗浄してご使用下さい。

商品のご返却日です

商品は洗浄してご用意下さい。
引取、ご来社にて商品をご返却頂きます。

お立合いの下、商品のご確認をお願い致します。

ご発注はFAXFAX 又はメールにてお願い致します

巻末頁のFAX 注文書をご利用ください。

ご使用日となります

ご使用日
前日

ご使用日
当日

ご使用日
翌日

１
回
使
用
回
数

商品をお決め下さい

ご発注前に右頁の取引条件を必ずお読みください。
商品・数量・ご使用日をお決めください。

先約制の為、ご注文はお早めにお願い致します。

※ご希望により地方発送も承ります。
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当社商品はレンタル品であり、新品ではありませんのでご了承の上、ご利用ください。
お取引に際して、下記のすべての条件につきまして同意を頂いた上でのご発注をお願い致します。  

ご注文は先約制です。ご発注時のミス防止の為、ご注文はFAXまたは当サイト内のオンラインカートにてお願い致します。

お支払は前金制となります。レンタル料金＋保証金（1万円）を当社2営業日前までに振込にてお支払い頂きます。
ご入金の確認ができない時は、商品をお渡しできない場合がございます。

1回の貸し出しは3日以内（2泊3日）とします。ご使用日の前日に納品し、ご使用日の翌日にご返却となります。
延長ご利用をご希望の際は直ちにご連絡ください。ご返却日を過ぎたものは延長料金を頂きます。

商品の変更は、納品日の当社2営業日前までお受け致します。

キャンセルにつきましては、納品日前日の場合は、レンタル料金の半額のキャンセル料が発生致します。 
納品日当日（無断キャンセル含）の場合は、レンタル料金の全額のキャンセル料が発生致します。

一旦納品された商品につきましては使用不使用に拘わらず、レンタル料金の払い戻しは致しませんのでご了承下さい。

商品の受領および返却の際、お立会いの下、商品の数量・形状のご確認をお願い致します。
商品に不備があった場合に返却時にご報告頂いてもご返金の対象外とさせて頂きますので、必ず事前にご連絡下さい。

商品はご使用前には必ず洗浄をしてご使用下さい。ご使用後は清潔（洗浄・拭取り）にしてご返却下さい。
返却時、洗浄が不完全な場合は、別途洗浄料金が発生致します。

ご返却頂く商品は、必ず当社製品に限ります。なお、当社製品以外のご返却は紛失対象となります。

商品の紛失および通常以外のご使用（直接の包丁の使用、直火の使用等）による傷・破損・凹凸の際は、破損とみなし
規定代金をお支払い頂きます。

収納箱（通箱）・他備品（パッキン等）の破損および紛失は当社規定の代金をお支払い頂きますのでご注意ください。

商品を第三者に販売・譲渡または担保とすることを禁止致します。

東京23区内、大阪24区内で配送をご希望の場合、レンタル料金が5万円未満の場合は配送運賃5千円（往復）で承って
おります。
5万円以上の場合はレンタル料金の5%を配送運賃（往復）として請求させていただきます。
時間指定配送、及び営業時間外の配送は配送運賃の他に費用が発生いたします。
上記以外の地域の配送は、レンタル料金にかかわらず運賃は実費でのご負担となります。

現場での階段手運びにつきましては、別途料金が発生致します。
なお、重量物の搬入出は一部、階段手運び対応不可の商品がございます。

宅配便（東京23区外対象）での商品発送の場合は、レンタル2回分のご利用価格より承ります。
運賃はお客様負担とさせて頂き、別途、梱包費用として1個口あたり500円をご負担頂きます。 
商品着荷時の破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
また、弊社より出荷した商品が、弊社休業日に貴社へ着荷する際は、出荷終了報告書をFAX致します。
万一、未着荷の際は直接運送会社にお問い合わせ下さい。お問い合わせなき場合、当社は一切の責任を負いかねます。

宅配便でお取り扱い可能な商品は限られておりますので、カタログ内の表示をご確認ください。
宅配便でお取扱い出来ない商品はチャーター便等で配送可能な商品もございます。

商品は専用の収納箱でのお渡しとなりますので、ご来社での商品お渡しの際は必ず車両にてお越し頂きますよう
お願い致します。

当社レンタル商品をご使用中、もしくは洗浄中のケガにつきましては、当社では一切の責任を負いかねます。

予告なく商品のデザイン・機能を変更することがございますので予めご了承ください。
当社各営業所（東京・大阪・新潟）により、デザインが異なる商品や、一部取扱いの無い商品もございますのでご了承
ください。
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ナガヨレンタル取引条件
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INDEX

グラス　ツヴィーゼルシリーズ

グラス　無鉛クリスタルシリーズ

グラス　アルクシリーズ

グラス　Ｓラインシリーズ　　

グラス　Ｎラインシリーズ　　　

洋陶フルコース　　ニッコー・サンゴー

洋陶フルコース　ベネディクト・取皿・皿枠

洋陶フルコース　　プレノ・ノリタケ製ナガヨオリジナルEライン　　

洋陶盛皿　　ナルミ・パーゴラ・スパジオ

洋陶大皿　　ホワイトシリーズ・正角皿・長角皿・丸皿・正角仕切り皿

ホワイト特大プレート・ロイヤルビュッフェスタンド

カトラリー　プレノ・トング・レードル

カトラリーフルセット　ステンレスライラック　　　

カトラリーフルセット　洋白ロッキンガム　　　

カトラリーフルセット　銀メッキエスプリ　　

バー用品　　アイスペール・シャンパンクーラー・トレンチ・灰皿・ナフキン立て

ホール備品　　コーヒーポット・ウォーターポット・ピッチャー・カスターセット

フィンガーフード（ガラス・陶器）　　

フィンガーフード(ステンレス)・クロススタンド・ガラスブリッジスタンド・アクリル製スタンド

ケーキ＆フードスタンド　　

コンポート・シャンパンクーラー・コーヒーメーカー・ジュースディスペンサー

チェーフィングディッシュ（角型・丸型・小判型）　　

湯煎ユニット（角型・小判型）・スープウォーマー・電気チェーフィングヒーター　　　

角皿・小判皿・丸皿・飾台・皿カバー　　

魚皿・菱型皿・六角皿・飾台

オードブルスタンド（角型２段・角型３段・丸型回転）　　

氷細工飾台（角型・小判型）　

ミラープレート（角型・丸型・ローレル型）　　　

バイキングシップ　　　

（銀メッキ）エンパイヤオードブル・鳳凰オードブル　　

（銀メッキ）洋陶フルコース（ナルミ）・Ｎ型オードブル（丸型・小判型）・スモーガスボード　

（銀メッキ）角型チェーフィングディッシュ・角皿・丸皿・小判皿・洋食銀器

ローストビーフワゴン（角型・丸型）・サービスワゴン・冷蔵ショーケース　
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最寄りの代理店をご利用ください。

（有）岩永食器 （株）サイキ商店

（株）松浦食器店

静岡洋食器（有）

（株）マルカ食器

〒491-0861
愛知県一宮市泉2-2-5
TEL. 0586-71-4922
FAX. 0586-71-4928

〒650-0046
兵庫県神戸市中央区港島中町2-2-1
TEL. 078-302-2567
FAX. 078-303-1074

〒600-8355　
京都市下京区堀川通松原上ル
TEL. 075-841-3537
FAX. 075-841-5252

〒420-0034
静岡県静岡市常磐町2-6
TEL. 054-255-6365
FAX. 054-251-8295

〒920-0362　
金沢市右府町西1-10
TEL. 076-267-5454
FAX. 076-267-0006 （五十音順）

INDEX

代理店
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フロントローダー・フードバー

温蔵庫・コールドワゴン・シートパンキャリー

中華陶器・やわらぎ

ガラスプレート（角皿・丸皿・小判皿）・アクリル大皿

和食盛器　　回転オードブル・御所車・亀甲型盛込台　　　

和食盛台　　多用高台・小判盛皿・白木盛台・盛込桶

和陶大皿　　舟型皿・ドラ鉢・尺皿・角皿　　

和陶盛皿　　尺皿・尺鉢・大皿・大鉢・メラミン皿・メラミン鉢　　

松花堂弁当箱・はし置・吸物椀

弁当箱中子　　小皿・小鉢・千代口付鉢・円鉢・正角鉢　　

和陶器　　豆珍味・小鉢・角小皿・豆皿・湯呑み・茶たく　　

和陶器　　茶碗蒸し碗・小鉢・小皿・トンスイ・中皿・仕切り皿　　

和食懐石フルコース（陶器・メラミン）・徳利・ぐい呑・1合升　　

釜揚丼・土鍋・飯碗・飯器・お盆・土瓶・ポット　

すし桶・パーティー皿・醤油差し・醤油受け・メラミン食器・多用鉢

屋台・すしネタケース・白木和船　

ナンバースタンド・チョコレートファウンテン　・販売品（箸・ナフキン・紙おしぼり）

布ナフキン・テーブルクロス・スカート・カラートップクロス　　

イベント用品　　ホットショーケース・電気フライヤー・かき氷器

イベント用品　　電気保温ジャー・スープジャー・鉄板焼

寸胴鍋・角バット・キッッチンポット・まな板・包丁

番重・保冷コンテナ・ドリンクストッカー・うす・きね

設営備品　　いす・テーブル　
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ガラス

1889年の創業で、

ドイツのガラス生産の歴史のある、

ワイスワッサーにあります。

1996年にオーストリア　ウィーンに本社のある

CAG グループに参加しました。

高品質なクリスタルグラスを製造しています。

このクリスタルグラスは、

生産を開始しました1970年からレッドフリーです。

ステムグラスの製造には、高い技術力を持っています。

Stolzle-Lausitz GmbH社 http://www.stoelzle-lausitz.com/

取扱品目

陶器

1882年にベネディクト兄弟が、

「G.BENEDIKT」と称した磁器製造工場を設立しました。

1958年には本格的にホテル、レストラン向け

業務用磁器製品の製造に着手しました。

その後、世界的に名声をはくしていた磁器メーカー

オーストリア「Lilien」及びスイス「Langenthal」が

系列になりました。

2002年には、

チェコの企業「Polyfiex」の傘下に入ると共に

「G.BENEDIKT」の名称を守り

更なる発展を目指して今日に至っています。

Ｇ.BENEDIKT グループ http://www.hotelovy-porcelan.cz/en/
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取扱品目

ツヴィーゼルシリーズ

ツヴィーゼル　ワイン 赤 540
●サイズ／φ6.8×H24.4cm
●容量／540cc
●1ラック 20入

ツヴィーゼル　ワイン 白 410
●サイズ／φ6.3×H23.2cm
●容量／408cc
●1ラック 25入

ツヴィーゼル　フルート　210
●サイズ／φ4.3×H25.2cm
●容量／209cc
●1ラック 36入

ツヴィーゼル　ブルゴーニュ 700
●サイズ／φ7.8×H23.4cm
●容量／700cc
●1ラック 16入

2631 26332635 2637

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。

発泡ポイント
グラスの底にあるレーザー刻印された小さなポ
イントが泡立ちを長く楽しませてくれます。
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無鉛 テイスティンググラス
●サイズ／φ4.7×H15.5cm 
●容量／220cc
●1ラック 36入

無鉛 クリスタル ワインスモール
●サイズ／φ5.6×H19cm
●容量／290cc
●1ラック 36入

無鉛 クリスタル オールド 大
●サイズ／φ8×H9.4cm 
●容量／320cc
●1ラック 25入

無鉛 クリスタル レッドワイン
●サイズ／φ6.2×H20.5cm
●容量／450cc
●1ラック 25入

無鉛 クリスタル ボルドー
●サイズ／φ6.9×H22.5cm
●容量／660cc
●1ラック 16入

無鉛 クリスタル ロングタンブラー
●サイズ／φ6.6×H16.5cm
●容量／405cc
●1ラック 36入

無鉛 クリスタル ブルゴーニュ 
●サイズ／φ8.7×H20.3cm
●容量／650cc
●1ラック 16入

無鉛 クリスタル フルート 
●サイズ／φ4.3×H21.2cm
●容量／200cc
●1ラック 36入

無鉛 クリスタル ショットグラス 
●サイズ／φ3.9×H8.1cm
●容量／57cc
●1ラック 49入

無鉛 クリスタル ワインラージ 
●サイズ／φ5.7×H19.5cm
●容量／350cc
●1ラック 25入

無鉛 クリスタル オールド 小 
●サイズ／φ6.8×H8cm  
●容量／190cc
●1ラック 36入

無鉛 クリスタル マティーニ 
●サイズ／φ10.6×H16.8cm
●容量／250cc
●1ラック 16入

2419

2427

2435

2423

2431

2441

2421

2429

2439

2425

2433

2445

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。

無鉛クリスタルシリーズ
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アルク タンブラー 270
●サイズ／φ5.9×H9.3cm
●容量／270cc
●1ラック 36入

アルク ワイン白 350
●サイズ／φ6×H21.1cm
●容量／350cc
●1ラック 20入

アルク タンブラー 350
●サイズ／φ5.9×H12cm
●容量／350cc
●1ラック 30入

アルク ワイン赤 350
●サイズ／φ6.1×H21cm
●容量／350cc
●1ラック 25入

アルク タンブラー 360
●サイズ／φ6.3×H10.2cm
●容量／360cc
●1ラック 25入

アルク ワイン白 400
●サイズ／φ5.8×H23.1cm
●容量／400cc
●1ラック 20入

アルク ポートワイン 270
●サイズ／φ5×H19cm
●容量／270cc
●1ラック 30入

アルク ワイン赤 550
●サイズ／φ7×H23.2cm
●容量／550cc
●1ラック 16入

アルク ワイン 320（テイスティング）
●サイズ／φ5.5×H18.1cm
●容量／320cc
●1ラック 25入

アルク フルート 240
●サイズ／φ4.5×H23.5cm
●容量／240cc
●1ラック 36入

アルク スパークリング 200
●サイズ／φ5.6×H23.3cm
●容量／200cc
●1ラック 30入

2601

2611

2603

2613

2605

2615

2607

2617

2609

2619 2621

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
●レンタルのご利用は1ラック単位とさせて頂きます。

※レンタルのご利用は１ラック単位とさせて頂きます※アルクシリーズ
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S タンブラー 6オンス（180cc）
●サイズ／φ5.6×H10.3cm
●1ラック 49入

S コリンズグラス（310cc）
●サイズ／φ5.8×H15cm
●1ラック 49入

S 冷酒グラス（100cc）
●サイズ／φ5.4×H9.3cm
●1ラック 49入

S タンブラー 10オンス（320cc）
●サイズ／φ6.4×H12.8cm
●1ラック 36入

S セリーグラス（80cc）
●サイズ／φ4.5×H13.8cm
●1ラック 36入

S タンブラー 8オンス（245cc） 
●サイズ／φ6×H11.7cm
●1ラック 36入

S オールドグラス（255cc） 
●サイズ／φ7.2×H8.5cm
●1ラック 25入

S カクテルグラス（90cc） 
●サイズ／φ8×H11.7cm
●1ラック 25入

S ブランデーグラス（360cc）
●サイズ／φ6.3×H12.7cm
●1ラック 25入

2101 2107

2125

2105

2129

2103 2109

21192123
S シャンパングラス（150cc）
●サイズ／φ8.2×H13cm
●1ラック 25入

2117

S ショットグラス（60cc） 
●サイズ／φ4.8×H6.1cm
●1ラック 49入

2131

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。

Sラインシリーズ

グラスは、専用のラックに収納してお届けいたします。
それぞれのグラスに合わせて、16仕切、25仕切、36仕切、49仕切などがあります。

ラックサイズ： 約W51×D51×H（グラスにより異なる）
※業務用の洗浄機対応

お皿はプラスチックのコンテナに収納しています。
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2004

2033

2037

N ワイングラス（160cc）
●サイズ／φ6.2×H13.8cm
●1ラック 36入

シャンパンタワーグラス（130cc）
●サイズ／φ8.5×H11.8cm
●1ラック 25入
※この商品は宅配便でのお取り扱いは
　ご遠慮させて頂きます。

フリーグラス（210cc）
●サイズ／φ8.1×H8.2cm
●1ラック 25入

2277
ガラス コーヒーカップ&ソーサー
●サイズ／φ9×H6.5cm（最大径11cm）
●容量／220cc
●ソーサーサイズ／φ14×H2cm

5531

5530

5533

アクリルケース 正方形 60cm
●サイズ／60×60cm・最大6段まで使用可能

アクリルケース 正方形 45cm
●サイズ／45×45cm・最大5段まで使用可能

アクリルケース 正方形 90cm
●サイズ／90×90cm・最大9段まで使用可能
※シャンパンタワーの受け皿としてご利用下さい。

N ゴブレット（295cc）
●サイズ／φ6.9×H16.3cm
●1ラック 25入

N ワイングラス 220（225cc）
●サイズ／φ6×H16cm
●1ラック 36入

N ワイングラス（180cc）
●サイズ／φ6.8×H13.6cm
●1ラック 36入

N ワイングラス（190cc）
●サイズ／φ6.3×H14.8cm
●1ラック 36入

N ト−ルシャンパングラス（160cc）
●サイズ／φ4.4×H19cm
●1ラック 49入

N タンブラー 8オンス（225cc） 
●サイズ／φ6.4×H10cm
●1ラック 36入

N ワイングラス 300（300cc） 
●サイズ／φ6.4×H17.5cm
●1ラック 25入

N シャンパングラス（150cc） 
●サイズ／φ8.1×H11.5cm
●1ラック 25入

N ビアジョッキ（500cc） 
●サイズ／φ8.2×H15.7cm
●1ラック 16入
※この商品は宅配便でのお取り扱いは
　ご遠慮させて頂きます。

2001

20092005 2006

2013

2003

2011

2007

2031

使用例

Nラインシリーズ
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3101
3103

3105
3107

3117

3115 3113

3109

3111

3201
3203

3215

3217

3219

3211

3213

3205

F ディナー皿
●サイズ／φ27cm
●1ラック 30入

F ク−プスープ皿
●サイズ／φ19cm
●1ラック 60入

F ブイヨンカップ & ソーサー
●容量／250cc
●カップ1ラック 16入
※スプーンは別途

F デザート皿
●サイズ／φ19cm
●1ラック 70入

F コーヒーカップ & ソーサー
●容量／200cc
●カップ1ラック 20入

F ミート皿
●サイズ／φ24cm
●1ラック 40入

F フルーツ皿（ベリー皿）
●サイズ／φ15cm
●1ラック 90入

F パン皿
●サイズ／φ16.5cm
●1ラック 84入

F デミタスカップ & ソーサー
●容量／110cc
●カップ1ラック 25入

3101 3109 31173105 3113

3103 31113107 3115

ボン ディナー皿
●サイズ／φ25cm
●1ラック 40入

ボン ク−プスープ皿
●サイズ／φ20cm
●1ラック 60入

ボン デミタスカップ & ソーサー
●容量／100cc
●カップ1ラック 36入

ボン デザート皿
●サイズ／φ20cm
●1ラック 70入

ボン コーヒーカップ & ソーサー
●容量／180cc
●カップ1ラック 25入

ボン ミート皿 
●サイズ／φ23cm
●1ラック 40入

ボン フルーツ皿（ベリー皿） 
●サイズ／φ15cm
●1ラック 60入

ボン ティーカップ & ソーサー 
●容量／200cc
●カップ1ラック 16入
※スプーンは別途

3201

3211

32173205

32153203

3213

3219
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3631

3649

3641 3639

3647

36433645

3633
3635

3637

ベネディクト ショープレート
●サイズ／φ31×H2.5cm
●1ラック 5入

ベネディクト デザート皿
●サイズ／φ20.3×H1.7cm
●1ラック 70入

ベネディクト パスタ皿
●サイズ／φ21.9×H3.8cm
●1ラック 40入

ベネディクト デミタスカップ & 
ソーサー
●容量／100cc
●1ラック 36入

ベネディクト 四角皿
●サイズ／W13.4×13.4×H1.8cm
●1ラック 80入

ベネディクト ディナー皿
●サイズ／φ27×H2.4cm
●1ラック 30入

ベネディクト パン皿
●サイズ／φ15.5×H2cm
●1ラック 60入

ベネディクト スープ皿
●サイズ／φ22.7×H4.5cm
●1ラック 35入

ベネディクト コーヒーカップ & 
ソーサー
●容量／150cc
●1ラック 25入

ベネディクト 四角ボール
●サイズ／W14.9×14.9×5.4cm
●1ラック 27入

3631 3639 36473635 3643

3633 36413637 3645 3649

30193010
角取皿
●サイズ／W16×D16cm
●材質／陶器

N 角取皿
●サイズ／W15×D15×H1.5cm
●材質／陶器

N デザートフォーク
●サイズ／19cm

取皿 
●サイズ／φ19cm ●材質／陶器 ●1ラック 60入

ミート皿
●サイズ／φ23cm ●材質／陶器 ●1ラック 40入

24cm 深皿
●サイズ／φ24cm×H4.7cm ●材質／陶器

N パン皿
●サイズ／φ16.3cm ●材質／陶器 ●1ラック 60入

1599

30113001 3003

3008 3012
N フルーツ皿
●サイズ／φ14.2×H3.4cm ●材質／陶器 ●1ラック 60入

3018
ディナー皿 31cm
●サイズ／φ31cm ●材質／陶器

皿枠 23〜25cm対応
●サイズ／上：φ18.5cm・下：φ21cm H：5.8cm

皿枠 19〜20cm対応
●サイズ／上：φ14.8cm・下：φ17.8cm H：5.2cm

5413

5411

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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3601

3619

3617 3615

3611

3613

3603

3605

3607

3609

E ディナー皿
●サイズ／φ27cm
●1ラック 40入

(プレノ)ディナー皿　27cm
●サイズ／φ27×H 2.5cm(内寸14cm)
●1ラック 30入

(プレノ)三日月　ディナー皿　27cm
●サイズ／φ27.5×H 2.5cm
●1ラック 30入

(プレノ)ミート皿　24cm
●サイズ／φ24.1×H 2.2cm(内寸12.5cm)
●1ラック 30入

(プレノ)リム型スープ皿　24cm
●サイズ／φ23.9×H 6.2cm(内寸11cm　容量130cc)
●1ラック 25入

(プレノ)パン皿　17cm
●サイズ／φ17.8×H 1.7cm(内寸9.2cm)
●1ラック 75入

E パン皿
●サイズ／φ16.5cm
●1ラック 60入

E デミタスカップ & ソーサー
●容量／90cc
●カップ1ラック 36入

E ブイヨンカップ & ソーサー
●容量／240cc
●カップ1ラック 16入
※スプーンは別途

E ミート皿
●サイズ／φ23cm
●1ラック 40入

E ベリー皿
●サイズ／φ14cm
●1ラック 60入

E ディナー皿 
●サイズ／φ25.5cm
●1ラック 40入

E スープ皿
●サイズ／φ19cm
●1ラック 50入

E デザート皿
●サイズ／φ21cm
●1ラック 40入

E コーヒーカップ & ソーサー
●容量／200cc
●カップ1ラック 20入

3601

3911

3921

3913

3923

3915

3609 3617

3619

3605 3613

3603 36113607 3615

世界のホテル ･ レストラン用チャイナ
ウェアとして長年の実績を持つノリタケ
チャイナに、扇をモチーフに明るめの
ブルーで画付けした当社オリジナル製
品です。

（和会席の差込皿としての御使用にも
適しております。）

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。

プレノシリーズ
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ナルミ　ディナー皿　27cm
●サイズ／φ27cm
●1ラック 40入

ローズディッシュ
●サイズ／φ8.5×H2.4cm
●材質/陶器

プチトレイ
●サイズ／W10.4×D6.9×H2.4cm
●材質/陶器

ナルミ　ステッププレート　27cm　黒
●サイズ／φ27cm
●1ラック 40入

3006

3907 3908

3016

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。

3095

3099

3091

3097

3092

3098

3051

3059

パーゴラ 20cm 四角皿
●サイズ／W20×D20×H2.6cm
●材質／陶器

パーゴラ 20cm 四角皿 黒
●サイズ／W20×D20×H2.6cm
●材質／陶器

パーゴラ 22.5cm プラター
●サイズ／W22.5×D13.3×H2.4cm
●材質／陶器

パーゴラ 22.5cm プラター 黒
●サイズ／W22.5×D13.3×H2.4cm
●材質／陶器

パーゴラ 28cm プラター
●サイズ／W28.2×D17.2×H2.8cm
●材質／陶器

パーゴラ 28cm プラター 黒
●サイズ／W28.2×D17.2×H2.8cm
●材質／陶器

スパジオ ボール 白
●サイズ／φ16.3×H5.5cm
●材質／陶器

スパジオ ボール 黒
●サイズ／φ16.3×H5.5cm
●材質／陶器

30963009
パーゴラ 27cm四角皿
●サイズ／W27×D27×H3.4cm 
●材質／陶器

N 長角皿
●サイズ／W27×D18cm 
●材質／陶器
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3043

3037

30353033

3041

3039

ビュッフェ 丸深皿 14”
●サイズ／φ36×H6.5cm ●材質／陶器

ビュッフェ 八角長皿
●サイズ／W46×D29×H4.5cm ●材質／陶器

ビュッフェ 長角皿
●サイズ／W48×D35×H6.5cm ●材質／陶器

ビュッフェ 正角深皿
●サイズ／W41×D41×H6.5cm ●材質／陶器

ビュッフェ 丸皿 16”
●サイズ／φ40×H4.5cm ●材質／陶器

ビュッフェ 正角仕切皿
●サイズ／W38×D38×H4cm ●材質／陶器

3501
キングサーモン（ナルミ製）  
●サイズ／W80×D35cm ●材質／ボンチャイナ

ホワイトスクエアプレート 45cm  
●サイズ／W45×D45×H4.7cm
●材質／陶器

ホワイトフラットプレート丸 M  
●サイズ／φ30.9×H1.8cm ●材質／陶器

ホワイトフラットプレート丸 L  
●サイズ／φ35.7×H1.7cm ●材質／陶器

ホワイト長角プレート  
●サイズ／W45×D28×H3cm
●材質／陶器

ホワイトスクエアボール  
●サイズ／W35×D34×H17.5cm
●材質／陶器

3021

3023

3025

3027

3029

※陶器商品の宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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3022 3028
ホワイト 特大丸プレート 51cm
●サイズ／φ51×H4.7cm ●材質／陶器

ホワイト 角丸オーバルプレート
●サイズ／W64.5×D36.3×H4.7cm ●材質／陶器

※陶器商品の宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。

ロイヤル小判皿 14型 
●サイズ／W38×D20.5×H5.5cm
●材質／陶器

ロイヤル小判皿 18型
●サイズ／W44×D26.5×H5.5cm
●材質／陶器

3387

3388

3389
ロイヤル小判皿 26型
●サイズ／W64×D40.5×H8cm
●材質／陶器
※オーブン･電子レンジ可･直火は不可

ロイヤル角皿 14型 
●サイズ／W36×D24×H6cm
●材質／陶器

バンケットスタンド 角型 18型 
●サイズ／W44.5×D32×H15cm ●材質／18-8ステンレス
※角皿（陶器）のみのレンタルもお取扱いしております。 ※皿は白になります。
※固形燃料は別途・角皿付（陶器） ※オーブン・電子レンジ可・直火は不可

角型 ロイヤルビュッフェスタンド 
●サイズ／W36.5×D25×H17cm ●材質／18-8ステンレス
※角皿（陶器）のみのレンタルもお取扱いしております。
※固形燃料は別途・角皿付（陶器） ※オーブン・電子レンジ可・直火は不可

バンケットスタンド 小判型 18型  
●サイズ／W45.5×D26.5×H15cm ●材質／18-8ステンレス
※小判皿（陶器）のみのレンタルもお取扱いしております。 ※皿は白になります。
※固形燃料は別途・小判皿付（陶器） ※オーブン・電子レンジ可・直火は不可

小判型 ロイヤルビュッフェスタンド   
●サイズ／W35×D20×H17cm ●材質／18-8ステンレス
※小判皿（陶器）のみのレンタルもお取扱いしております。 
※固形燃料は別途・小判皿付（陶器） ※オーブン・電子レンジ可・直火は不可

3385

1145

1141

1147

1143

3386
ロイヤル角皿 18型
●サイズ／W44×D32×H6cm
●材質／陶器
※オーブン･電子レンジ可･直火は不可
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1553
ナイフレスト
●サイズ／L8.3×H2cm

テーブルナイフ（プレノ）
●サイズ／24cm

デザートスプーン（プレノ）
●サイズ／18.9cm

デザートナイフ（プレノ）
●サイズ／22cm

テーブルフォーク（プレノ） 
●サイズ／20.5cm

デザートフォーク （プレノ）
●サイズ／18.9cm

1571

1579

1575

1573

1577

プレノ
18-8ステンレス

サービススプーン
●サイズ／20.5cm

サービスフォーク
●サイズ／22cm

ケーキサーバー
●サイズ／25cm

ケーキトング
●サイズ／18.5cm

グルメスプーン
●サイズ／25cm

トングレスト
●サイズ／W27.5×D14.5×H2.5cm

グルメフォーク
●サイズ／25cm

サーバーレスト
●サイズ／W25×D10×H2.7cm

万能トング
●サイズ／24cm

ソースレードル
●サイズ／16.5cm

スープレードル 小
●容量／50cc

スープレードル 大
●容量／100cc

サービストング 小
●サイズ／18.5cm

サービストング 大
●サイズ／24cm

1529

1531

1539

1545

1549

1656

1551

1650

1692

1535

1643

1645

1639

1641
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テーブルナイフ
●サイズ／23.5cm

デザートスプーン
●サイズ／18.5cm

アイスクリームスプーン
●サイズ／13cm

フルーツナイフ
●サイズ／18cm

シュガーレードル
●サイズ／11.5cm

デザートナイフ
●サイズ／21.5cm

フィッシュナイフ
●サイズ／22cm

デミタススプーン
●サイズ／11cm

ティースプーン
●サイズ／13.5cm

ケーキフォーク
●サイズ／15cm

テーブルフォーク 
●サイズ／21cm

デザートスープスプーン 
●サイズ／18.5cm

フィッシュソーススプーン 
●サイズ／19cm

フルーツフォーク 
●サイズ／17cm

メロンスプーン 
●サイズ／19.5cm

デザートフォーク 
●サイズ／19.5cm

バタースプレダー
●サイズ／14cm

フィッシュフォーク 
●サイズ／20cm

ブイヨンスプーン 
●サイズ／15cm

バターナイフ 
●サイズ／15cm

ヒメフォーク 
●サイズ／12.9cm

1501

1509

1525

1517

1541

1505

1513

1533

1521

1547

1503

1511

1527

1519

1543

1507

1524

1515

1537

1523

1555

ライラック
18-8ステンレス
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テーブルナイフ
●サイズ／24cm

デザートスプーン
●サイズ／19cm

バタースプレダー
●サイズ／15cm

フィッシュフォーク
●サイズ／18.5cm

シュガーレードル
●サイズ／11.5cm

デザートナイフ
●サイズ／22cm

ブイヨンスプーン
●サイズ／15cm

デミタススプーン
●サイズ／10cm

フルーツナイフ
●サイズ／18cm

テーブルフォーク 
●サイズ／20cm

スープスプーン 
●サイズ／18cm

コーヒースプーン 
●サイズ／11.5cm

フィッシュソーススプーン 
●サイズ／18.5cm

デザートフォーク 
●サイズ／18.5cm

バターナイフ
●サイズ／15cm

フィッシュナイフ 
●サイズ／22cm

アイスクリームスプーン 
●サイズ／13cm

フルーツフォーク 
●サイズ／16cm

8011

8018

8035

8025

8041

8015

8021

8038

8029

8013

8019

8037

8027

8017

8033

8023

8039

8031

洋白 ロッキンガム
E・P・N・S
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テーブルナイフ
●サイズ／25cm

デザートスプーン
●サイズ／18.7cm

デミタススプーン
●サイズ／11.3cm

フルーツナイフ
●サイズ／19.2cm

デザートナイフ
●サイズ／23cm

フィッシュナイフ
●サイズ／22cm

バターナイフ
●サイズ／15.8cm

ブイヨンスプーン
●サイズ／15.2cm

テーブルフォーク 
●サイズ／21.3cm

デザートスープスプーン 
●サイズ／17.8cm

バタースプレダー 
●サイズ／15cm

フルーツフォーク 
●サイズ／17.5cm

デザートフォーク 
●サイズ／19cm

コーヒースプーン
●サイズ／12cm

フィッシュフォーク 
●サイズ／20cm

フィッシュソーススプーン 
●サイズ／18.3㎝

ティースプーン 
●サイズ／14cm

8101

8109

8127

8117

8105

8113

8131

8121

8103

8111

8129

8119

8107

8125

8115

8116

8123

銀メッキエスプリ
E・P・S・S
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角型楊枝入れ（蓋なし）
●サイズ／W10×D5cm

ナフキン立て

オシボリ受け
16521651

1649

1626

1654

2257 5427
シャンパンクーラー台付
●サイズ／φ22.5×H23cm ●材質／ステンレス

円筒型 ナフキン&楊子スタンド
●サイズ／φ7.7×H12.3cm

ミキシンググラス
●サイズ／φ9×H13.8cm・500cc ●材質／ガラス

スピトーン（吐器）
●サイズ／上φ21.5・下φ14.3・H21.7cm ●材質／アクリル

1627
ST シャンパンクーラースタンド
●サイズ／φ21.5×H61.5cm

2221

5145

1653 9009

2222

ガラス灰皿（卓上･黒）
●サイズ／φ10.5×H3cm

PC灰皿（卓上）
●サイズ／φ10.5×H2.5cm

灰皿（卓上）
●サイズ／φ10.5×H3cm

スタンド式灰皿
●サイズ／φ29×H56cm

ガラス灰皿（卓上･茶）
●サイズ／φ10.5×H3cm

サービストレー（丸盆）
●サイズ／φ35cm

カラフェ ガラス
●容量／850cc

アイスペール
●サイズ／φ14.0×H13.5cm
●トングは別途となります。 

カクテルシェーカー小
●サイズ／H17cm
●容量／360cc

シャンパンクーラー
●サイズ／φ19cm

アイススコップ（大）
●サイズ／L34×D12.5cm

バースプーン（小）
●サイズ／24cm

メジャーカップ
●容量／45/30cc

ノンスリップトレー 
●サイズ／φ36cm

アイススコップ（小）
●サイズ／L26×D6cm

アイスボックス（大） 
●サイズ／W38×D36×H21cm

アイストング
●サイズ／15cm 

耳付きストレナー 
●材質／18-8ステンレス

アイスピック 
●サイズ／H24cm

バースプーン（大） 
●サイズ／31.5cm

カクテルシェーカー大 
●サイズ／H19.6cm
●容量／500cc

1617

2219

1629

1634

1625

5273
1631

1636

1618

5271
1630

1635

1628

1747
1633

1646

2219

1629

1635

1747 16331633 1631

1628

1617 1618

5271

5273

1630

1636

1634
1646

1625
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1161

1647

22155275

2255

2227

55531655

1165

1621

1163
ステン ミルクポット（5人用）
●サイズ／φ6.5×H9.5cm ●容量／160cc

カスタートレー
●サイズ／W23.2×D12.3cm

ガラス ピッチャー
●容量／1.2ℓ

PC ピッチャー
●容量／1.8ℓ

ヤクミ入れ T型
●サイズ／W15.8×D7.2×H11.2cm

ワインデキャンター
●サイズ／φ8.8×H27.6cm ●容量／1ℓ
●材質／ガラス

PC パンバスケット
●サイズ／W30×D22×H9.5cm

ステン パンバスケット
●サイズ／W33.2×D19.5×H4.8cm

ステン バターディッシュ
●サイズ／φ9.5（受皿φ14.6)×H8.5cm

ウォーターポット
●容量／1.8ℓ

ステン シュガーポット（5人用）
●サイズ／φ8×H8.5cm ●容量／200cc

ワインオープナー
●サイズ／32cm

1638

1647

2244

2246

2254

5217 5218

5219

3015 3013
陶器クリーマー
●サイズ／φ6.6×H6.5cm ●容量／140cc

陶器 角ボール
●サイズ／W10.4×D10.4×H3cm

1597
パンスライサー
●サイズ／刃渡り23.5cm

1642
シュガートング
●サイズ／9.5cm

カスター（ペッパー）
●サイズ／φ3.7×H7cm

ティーポット（3〜4人用）
●容量／840cc

栓抜き
●材質／ステンレス

醤油差し（ウスターソース兼用型）
●サイズ／φ5.2×H9.2cm
●容量／90cc ●材質／フタ：ステン

ソース（とんかつ）
●サイズ／φ5.2×H10.4cm
●容量／110cc ●材質／フタ：ステン

辛子入れ
●サイズ／φ4.9×H6.4cm ●材質／フタ：ステン

カスター（ソルト） 
●サイズ／φ3.5×H7cm

コーヒーポット（3〜4人用） 
●容量／750cc

ボトルキャリア 
●サイズ／W30.5×D21.5×H34cm

ミル式カスター（ペッパー） 
●サイズ／φ3.5×H12.5cm

5218

1658

1745

2244

2246

2254

5217

1657

5269

5219
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角ミニボール
●サイズ／W5.3×D5.3×H4.5cm
●材質／ガラス ●容量／65cc

ロングショットグラス
●サイズ／φ3.8×H10.7cm
●材質／ガラス ●容量／70cc

ミニデザートグラス(大)
●サイズ／φ5.5×H4.2cm
●材質／ガラス ●容量／77cc

テキーラマグ
●サイズ／φ4×H5cm
●最大径／5.5cm
●材質／ガラス ●容量／29cc

ボールグラス
●サイズ／φ4.3×H6.7cm
●最大径／5.1cm
●材質／ガラス ●容量／50cc

ラウンドグラス
●サイズ／φ5.7×H6.3cm
●最大径／6.1cm
●材質／ガラス ●容量／100cc

角ショット
●サイズ／W5×D5×H6.1cm
●材質／ガラス ●容量／60cc

ピサショット
●サイズ／φ4.8×H5.7cm
●最大径／5.6cm
●材質／ガラス ●容量／50cc

ミニタンブラー
●サイズ／φ5.4×H6.8cm
●材質／ガラス ●容量／70cc

スリムグラス
●サイズ／φ5.6×H8cm
●材質／ガラス ●容量／70cc

一口グラス
●サイズ／φ5.6×H9.3cm
●材質／ガラス ●容量／70cc

ハートカップ
●サイズ／W6×D6.2×H5cm
●材質／ガラス

華カップ
●サイズ／W5.1×D5.1×H4.8cm
●材質／ガラス

2274 2279 2276

2701

2709

270727052703

2711 2713

2281 2283

2285

3081

3082 3084 30863083

陶器 角深皿
●サイズ／W9.5×D9.5×H3.5cm
●材質／陶器

片口珍味
●サイズ／9.4×8.6×H3.5cm
●材質／陶器

ミューレ 角レンゲ
●サイズ／10.4×5×H2.6cm
●材質／陶器

角皿 12cm四角皿
●サイズ／12.3×12.3×H1.7cm
●材質／陶器

置レンゲ
●サイズ／10×5.8×H7cm
●材質／陶器

3075 3076 30773071
丸型ココット 小 70cc
●サイズ／φ7.1×H3.4cm
●容量／70cc  ●材質／陶器

丸型ココット 大 125cc
●サイズ／φ8.1×H4cm
●容量／125cc ●材質／陶器

ドレッシングポット 貝型
●サイズ／10.5×7×H4cm
●容量／70cc  ●材質／陶器

トールスフレ 
●サイズ／φ5.3×H4.5cm
●容量／48cc  ●材質／陶器

3073
小判型ココット40cc
●サイズ／7.8×4.9×H3.1cm
●容量／40cc  ●材質／陶器

3901 3903 3905
正角皿 8cm 白  
●サイズ／W8×D8cm
●材質／陶器

正角皿 8cm 黒  
●サイズ／W8×D8cm
●材質／陶器

正角皿 8cm 赤  
●サイズ／W8×D8cm
●材質／陶器

3873
洋食珍味
●サイズ／9×3.6×H3.5cm
●材質／陶器

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。

3093
パーゴラ 7cm角深ボール
●サイズ／W7×D7×H3.3cm 
●材質／陶器

ローズディッシュ
●サイズ／φ8.5×H2.4cm
●材質/陶器

プチトレイ
●サイズ／W10.4×D6.9×H2.4cm
●材質/陶器

3907 3908
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ユニティ
●サイズ／φ7（M 9.5）×H4.8cm
●材質／ガラス ●容量／90cc
●1ラック 49入

ダブルウォール　小
●サイズ／φ6（M 6.6）×H7cm
●材質／ガラス ●容量／110cc
●1ラック 49入

27152717

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。

プチスプーン
●サイズ／9cm

クロススタンド
●サイズ／W33×D33×H24cm
●材質／ABS樹脂

アクリルプレート
●サイズ／W90×D30cm
　　　　（板厚：8mm）
●材質／アクリル

アクリルプレート 黒
●サイズ／W150×D40cm
　　　　（板厚：10mm）
●材質／アクリル
※クロススタンドには使用
　できません。

ピックフォーク
●サイズ／9cm

1557

5541

5545

5549

1559 1690 1696
アミューズスプーン
●サイズ／W9.7×D3.5×H1cm
●材質／18-8ステンレス

オードブルスプーン
●サイズ／W11×D3.5×H3.5cm
●材質／18-8ステンレス

ラウンド デコラツォーネ（小）
●サイズ／上段φ25・下段φ30・H10cm
●材質／アクリル製

スクェア デコラツォーネ（小）
●サイズ／上段：25×25cm・
　　　　　下段：30×30cm・H10cm
●材質／アクリル製

ブリッジスタンド 黒
●サイズ／外寸：W42.5×D27.2×H6.5cm
　　　　　内寸：W35.0×D15.0cm
●材質／ガラス

ブリッジスタンド
●サイズ／外寸：W42.5×D27.2×H6.5cm
　　　　　内寸：W35.0×D15.0cm
●材質／ガラス

ラウンド デコラツォーネ（大）
●サイズ／上段φ30・下段φ36・H15.5cm
●材質／アクリル製

スクェア デコラツォーネ（大）
●サイズ／上段：30×30cm・
　　　　　下段：36×36cm H15.5cm
●材質／アクリル製

5507 5503

2292 2291

5509
5505

ステージ黒曜　18cm（陶器）
●サイズ／W18.3×D17.5×H5.8
●材質/陶器

3931

※ご使用イメージです。
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スィーツスタンド 丸型
3段式（折りたたみ式）
●サイズ／W31×H52cm・皿φ30cm用
●材質／18-8ステンレス　銀メッキ仕上げ
※皿は別途ご注文下さい。
（24〜30cm対応）

N型 アイビースタンド
●サイズ／W75×D67×H80cm
●付属品／φ30cm 皿5枚

N型 王冠付ケーキスタンド 2段
●サイズ／上皿：φ26cm・
　　　　　下皿：φ34cm・
　　　　　H43cm
●付属品／王冠　3インチ

スィーツスタンド 小判型
●サイズ／W50×D28×H38.5cm・上皿：W30×D15cm・中皿：W40×D15cm・下皿：W50×D15cm
●材質／18-8ステンレス

N型 アクリル ケーキスタンド 5段
●皿サイズ／1段目：φ18cm：2/3段目φ22cm・4/5段目：φ25cm
※皿は別途ご注文下さい。

8231

1063

1065

1053

5501

N型 4段ケーキスタンド
●サイズ／1段目：φ23cm
　　　　　2段目：φ26cm・
　　　　　3段目：φ32cm・
　　　　　4段目：φ38cm
　　　　　H57.5cm

オーバル型 ガラス ケーキスタンド
●サイズ／1段目：W22.5×D18.5cm
　　　　　2段目：W27×D22.5cm・
　　　　　3段目：W31×D27cm・
　　　　　H34cm

10192295

トリアードスタンド
●サイズ／上皿：φ30cm・
　　　　　中皿：φ36cm・
　　　　　下皿：φ50cm・
　　　　　H83cm
●材質／18-8ステンレス

ツィストフードスタンド
●サイズ／上皿：φ22cm・
　　　　　中皿：φ31cm・
　　　　　下皿：φ41cm・
　　　　　H60cm
●材質／18-8ステンレス

1047

1049

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。

※折りたたみ例
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90911698

1605 1607

1615 5274

1619

電気式ジュースディスペンサー
●サイズ／W17.2×D44×H57.2cm ●容量／10ℓ
●重量／16.5kg ●電源／100V・240w

ジュースディスペンサー（5ℓ2重層）
●サイズ／W33×D22×H49.2cm
●材質／ステンレス、AS樹脂
●容量／5ℓ

コンポート 28.5cm
●サイズ／φ28.5cm ●材質／18-8ステンレス

コンポート 40cm
●サイズ／φ40cm ●材質／18-8ステンレス

パンチボール&レードルセット 
●サイズ／φ30×H25cm ●材質／18-8ステンレス
●容量／7ℓ

アクリルシャンパンクーラー 
●サイズ／46.7×28.2×22.5cm ●材質／アクリル
●容量／13.4ℓ

ケーキスタンド 
●サイズ／φ30.5cm ●材質／18-8ステンレス

スーパーシャンパンクーラー M
●サイズ／φ35.6×H25cm ●材質／18-8ステンレス

スーパーシャンパンクーラー L 
●サイズ／φ58×H42cm ●材質／18-8ステンレス

1693

1695

5224

9008

ドリンクディスペンサー
●サイズ／W23×D42.5×H62cm ●容量／18.9ℓ

コーヒーディスペンサー(2.5ℓ)
●サイズ／W20×D22.5×H44cm ●容量／2.5ℓ
●重量／(約)2.2kg
●保温効力/76℃以上(10時間)・63℃以上(24時間)
●保冷効力/9℃以下(10時間)

コーヒーメーカー
●サイズ／W21×D39.5×H43.3cm
 ●電源／100V・1.2KW ※デカンタ1ヶ付

コーヒーデカンタ
●容量／1.8ℓ

9025

9027

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。

※画像はLサイズです。
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角型チェーフィングディッシュ　
スタッキング式（シングル･16インチ）

角型チェーフィングディッシュ　
スタッキング式（ダブル･16インチ）

角型チェーフィングディッシュ　
スタッキング式（シングル･22インチ）

角型チェーフィングディッシュ　
スタッキング式（ダブル･22インチ）

1101

1103

1105

1107

3391
陶器　角チェーフィングS22型　内鍋
●サイズ／W57.8×D37.8×H5.2cm
●材質／陶器
※オーブン･電子レンジ可･直火は不可
※宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。 

陶器　角チェーフィング S16型　内鍋
●サイズ／W44×D29×H5.5cm
●材質／陶器
※オーブン･電子レンジ可･直火は不可
※宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。 

※ ①〜④のウォーターパン・フード
パン・カバー・スタンドはスタッキ
ング（積み重ね）式です。

16インチ･シングル用　内鍋
●A外寸／A外寸W41.5×D27.5cm
●B内寸W30×D16cm
●C全長（取っ手含む）52.5cm

16インチ･ダブル用　内鍋
●A外寸W41.5×D27.5cm
●B内寸W10.5×D16cm
●C全長（取っ手含む）52cm

22インチ･シングル用　内鍋
●A外寸W56×D36cm
●B内寸W43×D24cm
●C全長（取っ手含む）67.5cm

22インチ･ダブル用　内鍋
●A外寸W56×D36cm
●B内寸W18×D24cm
●C全長（取っ手含む）67.5cm

3390

1125 1127

1129 1131

サイズ 容量 材質
16インチ シングル W42×D27×H26cm 約1.8ℓ

18-8ステンレスダブル 約1.2ℓ
22インチ シングル W56×D36×H32cm 約5.4ℓ

ダブル 約5ℓ
※固形燃料は別途 内鍋付

サイズ 容量 材質
15.5インチ W49×D28×H28cm 1.8ℓ

18-8ステンレス
20インチ W61×D37×H32.5cm 3.2ℓ

※固形燃料は別途 内鍋付

サイズ表示

小判型チェーフィングディッシュ　
スタッキング式15.5インチ

丸型チェーフィングディッシュ
スタッキング式13.5インチ
●サイズ／φ34×H29cm
●材質／18-8ステンレス
※固形燃料は別途 内鍋付

丸13.5インチ用　内鍋
●A外寸φ34cm
●B内寸φ23cm
●C全長（取っ手含む）W43.5cm

エディックスーパーヒート
40g（発熱剤）
●加熱有効時間/約30分

小判15.5インチ用　内鍋
●A外寸W38.7×D28.3cm
●B内寸W28×D17cm
●C全長（取っ手含む）W48cm

1115

1113 1135

1137

小判型チェーフィングディッシュ
スタッキング式20インチ

1116

109

固形燃料
●燃焼時間/40分

101
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サイズ 材質
11.5インチ シングル φ29×H27cm 18-8ステンレス

ダブル W58×D29×H27cm
※固形燃料は別途 内鍋付

丸型チェーフィングディッシュ
11.5インチ･シングル

丸型チェーフィングディッシュ
11.5インチ･ダブル

丸11.5インチ用　内鍋
●A外寸φ29cm
●B内寸φ20cm
●C全長（取っ手含む）40cm

1109

1111

1133

小判型湯煎ユニット　24型
●サイズ／W60×D44×H19cm ●材質／18-8ステンレス
※目皿もご用意できます。※カバーは付いておりません。
※固形燃料は別途
※セットの皿は浅型（小判皿24インチ）です。

角型湯煎ユニット　24型
●サイズ／W60×D44×H19cm ●材質／18-8ステンレス
※カバーは付いておりません。※固形燃料は別途
※セットの皿は浅型（角皿24インチ）です。

1119

1117
角皿　24インチ（手付） 
●サイズ／60×44cm

小判皿　24インチ
●サイズ／61×44cm

1303

1323

手付角深皿　24インチ
●サイズ／W60×D44×H5cm
●材質／18-8ステンレス

手付小判深皿　24インチ
●サイズ／W55.5×D38.5×H5cm

1353

1355

K型ソースポット
●容量／300cc
●材質／18-8ステンレス
※ソースレードルは別途

スープウォーマー
●容量／8ℓ
※スープレードル、固形燃料は別途

小判型スープチュ−リン
●容量／3.3ℓ
※スープレードルは別途

16231121 1123
電気チェーフィングヒーター
●サイズ／φ12.5×11.5cm
●電源／100V･250W
※2台まで連結可能

IHチェーフィングヒーター
●サイズ／W15×D15×H12cm
●電源／100V･230W
※2台まで連結可能

1199

1198

サーバーレスト
●サイズ／W25×D10×H2.7cm

トングレスト
●サイズ／W27.5×D14.5×H2.5cm

1650

1656

ソースレードル
●サイズ／16.5cm

スープレードル　小
●容量／50cc

スープレードル　大
●容量／100cc

1535

1643

1645
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※カバーはユキワ製品に合せてあります。

※カバーはユキワ製品に合せてあります。

※カバーはユキワ製品に合せてあります。

小判皿 16インチ
●サイズ／41×26cm

角皿 20インチ（手付）
●サイズ／51×37cm

角皿 38インチ（手無）
●サイズ／98×64cm

角飾台 20インチ用

小判飾台 18インチ用 小判皿用カバー 18インチ用

角皿用カバー 20インチ用

角飾台 30インチ用

小判飾台 22インチ用

丸飾台 16インチ用 丸皿用カバー 16インチ用

小判皿用カバー 22インチ用

角皿用カバー 30インチ用

角飾台 24インチ用

小判飾台 20インチ用

丸飾台 14インチ用 丸皿用カバー 14インチ用

小判皿用カバー 20インチ用

角皿用カバー 24インチ用

角飾台 38インチ用

小判飾台 24インチ用

丸飾台 20インチ用 丸皿用カバー 20インチ用

小判皿用カバー 24インチ用

角飾台 60インチ用

小判飾台 30インチ用

丸飾台 24インチ用

丸皿用カバー 24インチ用

小判飾台 40インチ用

丸飾台 30インチ用

小判皿 24インチ
●サイズ／61×44cm

小判皿 20インチ
●サイズ／51×35cm

角皿 30インチ（手付）
●サイズ／76×50cm

小判皿 40インチ
●サイズ／100×73cm

丸皿 16インチ
●サイズ／φ40.5cm

丸皿 30インチ
●サイズ／φ75cm

小判皿 18インチ 
●サイズ／46×31cm

角皿 24インチ（手付） 
●サイズ／60×44cm

角皿 60インチ（手無） 
●サイズ／150×88cm

小判皿 30インチ 
●サイズ／76×55cm

丸皿 14インチ 
●サイズ／φ36cm

丸皿 24インチ 
●サイズ／φ60cm

小判皿 22インチ
●サイズ／56×39cm

丸皿 20インチ
●サイズ／φ51cm

1316

1301 1307 1409

1425 5246

5237

1413

1429

1421 5242

5248

5239

1411

1427

1419 5241

5247

5238

1415

1431

1423 5243

5249

1453

1473

1462

5244

1475

1465

1323

1319

1305

1385

1313 1375

1317

1303 1363

1383

1311 1372

1321

1315

●皿と台は別料金です。
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※カバーはユキワ製品に合せてあります。

魚飾台 24インチ用

角飾台（ワイヤー）20インチ用 小判飾台（ワイヤー）18インチ用

魚皿用カバー 24インチ用

菱型皿
●サイズ／W57×D97cm

魚飾台 48インチ用

魚飾台 30インチ用

角飾台（ワイヤー）24インチ用 小判飾台（ワイヤー）20インチ用
丸飾台（ワイヤー）14〜16インチ用
※皿と飾台は別料金です。

魚皿用カバー 30インチ用

菱型飾台 六角皿 20インチ
●サイズ／W52×D46cm

1433

1485 1489

5253

1329

1483

1435

1487 1491
1493

5254

1437 1331

5面ミラープレート 
●サイズ／W120×D25×H25cm
●材質／0.5cm厚強化ガラス製
PAT.申請済

角皿 80インチ 
●サイズ／W200×D100cm
●材質／18-8ステンレス
※日本最大の大皿です（当社オリジナル）

角飾台 80インチ用 
●サイズ／W197×D97×H20cm
●材質／18-8ステンレス

1201

1309

1417

魚皿 24インチ
●サイズ／61×31cm

魚皿 48インチ
●サイズ／123×40cm

魚皿 30インチ 
●サイズ／76×38cm

1325 1393

1327

※1201・1309・1417の宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。 ●皿と台は別料金です。

スパイラルスタンド
●サイズ／上φ17.5・下23.5・H18cm
※ガラスの大皿は別途ご注文ください。

ユニバーサルスタンド
●サイズ／W33.5×D29×H12cm ●材質／18-8ステンレス　ブラック仕上
※1個単位でのご注文となります。

17491495
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1017

1015

四段回転オードブル
●サイズ／一段皿：16インチφ40cm
　　　　　二段皿：24インチφ60cm
　　　　　三段皿：32インチφ80cm
　　　　　四段皿：42インチφ105cm
●材質／18-8ステンレス
●付属品／王冠

1018

海老掛け王冠 5インチ
10231021

三段回転オードブル 26型
●サイズ／上皿：14インチφ35cm・中皿：20インチφ50cm・
　　　　　下皿：26インチφ65cm
●材質／18-8ステンレス ●付属品／海老掛･王冠

三段回転オードブル 32型
●サイズ／上皿：16インチφ40cm・中皿：24インチφ60cm・
　　　　　下皿：32インチφ80cm
●材質／18-8ステンレス ●付属品／海老掛･王冠

角型両面三段オードブル 24型
●サイズ／上皿：20インチ
　　　　　中皿：20インチ
　　　　　下皿：24インチH66cm
●材質／18-8ステンレス
●付属品／ブラックミラー
PAT.No.018856
※王冠･海老掛は別途

角型片面二段オードブル 24型
●サイズ／上皿：20インチ・下皿：24インチ H43cm
●材質／18-8ステンレス ●付属品／ブラックミラー
※王冠･海老掛は別途　PAT.No.480719

角型両面二段オードブル 24型
●サイズ／上皿：20インチ・下皿：24インチ・H43cm●材質／18-8ステンレス
●付属品／ブラックミラー
PAT.No.018855

1015

1017

1005

1001 1003

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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サーモンボード

サーモンボード飾台

N型 ラウンドトップスタンド
●サイズ／W45×D64×H39cm 丸皿φ35.7cm
●皿（陶器・白）付
※八角黒盆は別途

三段フルーツオードブル P型（目皿付）
●サイズ／上皿：20インチ・中皿：22インチ・下皿：26インチ ●材質／18-8ステンレス
PAT.申請済

※ステンレスのパンチスノコもありますので
　ご注文の際、お申し付け下さい。

角型氷細工飾台 48型
●サイズ／W120×D78×H20cm
●材質／18-8ステンレス ●木製スノコ付

1035

1033

1405

サーモンボード（小）
●サイズ／W60×D14cm 
●材質／頭､尾：アルミイモノ･胴：木製

サーモンボード飾台（小）
●サイズ／W28×D12×H12cm 
●材質／18-8ステンレス

サーモンボード（大）
●サイズ／W88×D20cm 
●材質／頭､尾：アルミイモノ･胴：木製

サーモンボード飾台（大）
●サイズ／W45×D16×H13cm 
●材質／18-8ステンレス

ハムホルダー
●サイズ／W43×D22.5×H19cm

6001 1439

6003 1441

1043

角型氷細工飾台 30型
●サイズ／W77×D50×H19cm
●材質／18-8ステンレス ●木製スノコ付

角型氷細工飾台 38型
●サイズ／W95×D64×H20cm
●材質／18-8ステンレス ●木製スノコ付

小判型氷彫刻飾台 24型
●サイズ／W55×D39×H14cm ●材質／18-8ステンレス ●目皿付

シャコ貝（小）（約25cm）ゴム台付
●材質／フィリピン直輸入天然シャコ貝

※この寸法は標準サイズです。多少の差異があります。

シャコ貝（大）（約30cm）ゴム台付
●材質／フィリピン直輸入天然シャコ貝

1401

1403

1407

9003 9005

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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120712051203

12611241

1215

1223
1219

1213

12211217

1251

1212

1211

梅型ミラープレート
●サイズ／W60×H8cm
●材質／18-8ステンレス、0.5cm厚強化ガラス製ブラックミラー
PAT．No.573562

竹型ミラープレート
●サイズ／W60×D45×H8cm
●材質／18-8ステンレス、0.5cm厚強化ガラス製ブラックミラー
PAT．No.573561

松型ミラープレート
●サイズ／W75×D45×H8cm
●材質／18-8ステンレス、0.5cm厚強化ガラス製ブラックミラー
PAT．No.573555 

シルバー扇盆
●サイズ／W50×D30.9×H2.8cm
●材質／18-8ステンレス、銀メッキアクリルミラー

菱型ミラープレート
●サイズ／W89×D67×H8cm

扇型ミラープレート 32型
●サイズ／W80×D35×H9cm

扇型ミラープレート 40型
●サイズ／W100×D45×H9cm

丸型ミラープレート 24型
●サイズ／φ62×H9cm

丸型ミラープレート 20型
●サイズ／φ51×H9cm

角型ミラープレート 24型
●サイズ／W62×D41×H8.5cm
※扱いメーカーによりサイズは多少異なります。

角型ミラープレート 30型
●サイズ／W77×D46×H8.5cm

角型ミラープレート 1000
●サイズ／W100×D40×H7cm
●材質／18-8ステンレス

ローレル型ミラープレート 1500
●サイズ／W150×D60×H10cm
●材質／18-8ステンレス

ローレル型ミラープレート 30型
●サイズ／W74×D45.5×H7cm
PAT．No.689577

1251

1212

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
●商品には万全を期しておりますが、銅製品の為、多少変色していることがあります。 ●搬入・搬出費は別途となります。

バイキングシップ（ブラックミラー付） 24型
●サイズ／W85×D29×H40cm／鏡皿長60cm
●付属品／ブラックミラープレート（5mm厚ガラス） 欅製置台
●材質／銅手作り槌目入り PAT.No.419315

バイキングシップ（ブラックミラー付） 30型
●サイズ／W116×D39×H62cm／鏡皿長77cm
●付属品／ブラックミラープレート（5mm厚ガラス） 欅製置台
●材質／銅手作り槌目入り PAT.No.419315

バイキングシップ（ブラックミラー付） 40型
●サイズ／W137×D47×H76cm／鏡皿長99cm
●付属品／ブラックミラープレート（5mm厚ガラス） 欅製置台
●材質／銅手作り槌目入り PAT.No.419315

バイキングシップ（ブラックミラー付） 48型
●サイズ／W178×D40×H91cm／鏡皿長121cm
●付属品／ブラックミラープレート（5mm厚ガラス） 欅製置台
●材質／銅手作り槌目入り PAT.No.419315

バイキングシップ（双胴船24型）
●サイズ／W90×D43×H53cm ●材質／銅手作り槌目入り ●付属品／角皿24インチ
PAT.No655613

バイキングシップセパレート （6連式）
●サイズ／W329×D61×H90cm 皿幅44cm ●材質／銅手作り槌目入り
●付属品／湯煎皿 角盆又は深皿
PAT.No786010

バイキングシップセパレート （5連式）
●サイズ／W285×D61×H90cm 皿幅44cm ●材質／銅手作り槌目入り
●付属品／湯煎皿･角盆又は深皿
PAT.No786010

バイキングシップ（ボンチャイナ魚皿24吋付）24型
●魚皿サイズ／W61×D30cm ●材質／銅手作り槌目入り 

4001

4003

4005

4007

4013

40114009

4023
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8203

8205 8235

82398237

エンパイヤ オードブル
●サイズ／本体：W149×D70×H97cm･皿/φ30cm
●皿/銀メッキ･支柱/銀メッキ仕上

鳳凰オードブル 小判
●サイズ本体：W95×D47×H41cm･皿：W82.5×D47cm
●銀メッキ

鳳凰オードブル 丸 小
●サイズ／本体：W40×D40×H22cm・20型巾広皿付
●銀メッキ

鳳凰オードブル 丸 大
●サイズ／本体：W82×D66×H39cm･24型 B渕皿付
●銀メッキ

鳳凰オードブル 丸 中
●サイズ／本体：W53×D53×H28.5cm・24型巾広皿付
●銀メッキ

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
●ご注文は準備の為、1週間前までにお願いします。 ●搬入・搬出費は別途となります。

装飾銀器
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8207

8211

8218

8213

8219グリムオードブル
●サイズ／本体：W140×D60×H34cm･皿：W54.5×D38cm
●銀メッキ･皿：ブラックミラー

N 丸オードブル 3型
●サイズ／本体：W150×D80×H97cm･皿：φ35.5cm
●皿：銀メッキ･支柱：金メッキ仕上

スモーガスボード（陶器付）
●サイズ／
　本体：W188.5×D47.5×H22cm
　角皿：W21×D21cm
　扇皿：W20.7×D20.7cm
●本体：銀メッキ･皿：陶器
※ボードの中に陶器が入ります。

N 小判オードブル 3型
●サイズ／本体：W93×D65×H47cm･皿：W50.5×D34.5cm
●皿：銀メッキ･支柱：金メッキ仕上

スモーガスボード（目皿）
※パーツ別でのご利用もできますのでお申し付け下さい。

3503

3505
3509

3511

3502

3515

3521 3517 3519

3507

3513

ステープルライン
高貴なフォルムと華麗な絵付けに、典
雅なプラチナを配したインペリアルパ
レス。
本物の格調美を漂わせる。

プレスプレート
●サイズ／30cm

フルーツ皿
●サイズ／13cm

スープ皿
●サイズ／23cm

ティーカップ & ソーサー

ディナ−皿
●サイズ／27cm

ブイヨンカップ & ソーサー

ケーキ皿
●サイズ／19cm

デミタスカップ & ソーサー

ミート皿
●サイズ／23cm

コーヒーカップ & ソーサー

パン皿
●サイズ／16cm
※スプーンは別途

3502

3513

3507

3519

3503

3515

3509

3521

3505

3517

3511

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
●ご注文は準備の為、1週間前までにお願いします
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サンボネ 皿カバーφ21cm
●サイズ／φ21cm ●EPNS
※使用可能な皿φ25cm以上

サンボネ 皿カバーφ26cm
●サイズ／φ26cm ●EPNS
※使用可能な皿φ30cm以上

角型チェーフィングディッシュ スタッキング式（シングル･16インチ）
●サイズ／W42×D27×H26cm ●18-8ステンレス　銀メッキ仕上

角型チェーフィングディッシュ スタッキング式（ダブル･16インチ）
●サイズ／W42×D27×H26cm ●18-8ステンレス　銀メッキ仕上

角型チェーフィングディッシュ スタッキング式（シングル･22インチ）
●サイズ／W56×D36×H28cm ●18-8ステンレス　銀メッキ仕上

角型チェーフィングディッシュ スタッキング式（ダブル･22インチ）
●サイズ／W56×D36×H28cm ●18-8ステンレス　銀メッキ仕上
※固形燃料は別途 内鍋付

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
●ご注文は準備の為、1週間前までにお願いします。 ●手作りの為、サイズは多少異なります。

8043

8401

8403

8409

8411

80638061

8003
4027

8045

8049

8047

8006 800980078005
バターディッシュ･洋白銀メッキ
●サイズ／φ9.5cm ●EPNS
※バターナイフは別途

サンボネ シュガーポット
●容量／210cc ●EPNS
※シュガーレードルは別途

丸皿ローズ渕 銀メッキ
●サイズ／φ36cm ●EPNS

角皿ローズ渕（手・足付）銀メッキ
●サイズ／W60×D44cm ●EPNS

サンボネ コーヒーアーン
●サイズ／φ24×H73.5cm
●容量：15ℓ ●EPNS
※固形燃料は別途

銅角ステーキカバー
●サイズ／W33×D23×H17（10）cm
●材質／銅製

バターディッシュ角型･洋白銀メッキ
●サイズ／W14×D14×H6.5cm ●EPNS
※バターナイフは別途

サンボネ ウォーターポット
●容量／1.6ℓ ●EPNS

シュガーポット（5人用）･洋白銀メッキ
●容量／275cc
※シュガーレードルは別途

ミルクポット（5人用）･洋白銀メッキ
●容量／140cc

品番 商品名

8301 角皿 20インチ

8307 小判皿 20インチ

8313 丸皿 14インチ

銀メッキ仕様

4025
銅丸ステーキカバー
●サイズ／φ27×H15.5（10.5）cm
●材質／銅製

洋食銀器
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冷蔵ショーケース
●サイズ／W90×D50×H99.5cm  ●有効寸法：上 W76×D34cm／下 W80×D45cm
●庫内温度／10℃±3℃ ●電源／100V･248W

ワイン＆リカーワゴン
●サイズ／本体 W121×D46×H91cm／シンク W50×D30×深15cm
●グラスホルダー／8列（2段4列）
※ワゴンのみのレンタルとなります。

木製 サービスワゴン
●サイズ／W80×D45×H72cm ●材質／木製

スチール製 サービスワゴン
●サイズ／W80×D45×H72cm ●材質／ステンレス＋デコラ ●色柄／アイボリー
●車輪／自在φ10cm×4（ストッパー付×2）

角ローストビーフワゴン
●サイズ／W114×D60×H110cm
●材質／本体：木製チーク材　フードカバー：18-8ステンレス
●付属品／固形アルコールランプ 
※固形燃料は別途

丸ローストビーフワゴン
●サイズ／W66×H117cm
●材質／本体：木製チーク材　フードカバー：18-8ステンレス
●付属品／固形アルコールランプ 
※固形燃料は別途

カービングナイフ･フォークセット
●サイズ／ナイフ：33cm・フォーク：28cm

1833 1831

1807 1821

1801 1803

1805

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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90679056
5連式 ビュッフェウォーマー
●サイズ／外寸：W135×D44.5×H14.5cm　内寸：W127×D36.5×H10.5cm
●付属品／皿・サイズ／W25.2×D36.8×H6.5cm　皿の色は白です。
●電源／100V･250W×2　入力調整スイッチ付
※水は不要です。 ※本体、木部は多少温かくなります。

チーズラクレット
●サイズ／W53×D26.5×H40cm
●電源／100V・900W
●使用可能チーズ／最大直径φ30×厚さ9cm（ハーフサイズ）

5117
フードバー
●サイズ ／W182×D61cm
●付属品 ／
　ホテルパン 1/1：W32.5×D53×深6.5cm（6.3L）1ヶ
　ホテルパン 1/2：W26.5×D32.5×深6.5cm（2.8L）2ヶ
　ホテルパン 1/3：W17.6×D32.5×深6.5cm（2.2L）3ヶ
　サラダボールホルダー：W65.5×D53cm 1枚
　サラダボール：φ38.1cm（10.6L）1ヶ
　ドレッシングポット：φ16.5×H10.6cm（1.4L）3ヶ
※フードは付いておりません。

5226
プラスチックキャリア･フロントローダー
●サイズ／W44×D64×H53cm 
●収納量／トランスポートパン1/1･6.5cmで7枚･10cmで3枚･15cmで2枚
※トランスポートパンを別途でご注文ください。

1812 1815

1813

トランスポートパン（フタ付）15cm
●サイズ／W53×D32.5×H15cm ●容量／15.7ℓ

トランスポートパン（フタ付）6.5cm
●サイズ／W53×D32.5×H6.5cm ●容量／4.5ℓ

トランスポートパン（フタ付）10cm
●サイズ／W53×D32.5×H10cm ●容量／9.5ℓ

9101
ビュッフェコールドワゴン
●サイズ／W150×D70×H80cm
●電源／100V・400W
※ビュッフェコールドワゴンは天板に埋め

込んだステンレスプレートの上にお皿や
銀器にのった料理を直接置いて冷やして
いただく新しいタイプのコールドワゴン
です。天板のステンレスプレートに霜を
つかせることにより、お客様に視覚でも
冷たさを感じていただける演出効果を
持っています。 

5222
アイスキャディ
●サイズ／W57×D77×H73cm
●容量／100ℓ（46kgまでの氷が収納できます）
※色はブルーになります。 

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
●搬入・搬出費は別途となります。
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1825

1818

1826

コールドワゴン
●サイズ／W80×D88.5×H175cm
●電源／100V･650W
●重量／180kg
●付属品／バット6枚

シートパン（温蔵庫、コールドワゴン用）
●サイズ／外寸W45.5×D66cm
　　　　　内寸W42×D62cm

シートパン キャリー（15段）
●サイズ／W51×D70×H173cm
●積載荷重／140kg
※シートパンは別途ご注文下さい。

1811
温蔵庫
●サイズ／W80×D88.5×H175cm 
●電源／100V・1.3KW
●重量／164kg ●付属品／バット9枚
※70〜80℃でご使用下さい。

6015
木製サラダサービスセット 
●サイズ／30cm

サラダトング 
●サイズ／L22cm

サラダバー用サービススプーン うす茶色 
●サイズ／L32cm

5111

51095215
角型トレーPC
●サイズ／44×33cm

5221
オーガナイザー

PC サラダボール 
●サイズ／φ45.7cm

木製 サラダボール 30cm 
●サイズ／φ30×H9cm

52776010

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
●搬入・搬出費は別途となります。

温蔵庫・コールドワゴンともにサイズ違いがございます。
　　　W67×D91.5cm
幅広　W80×D88.5cm

※サイズのご指定はお受け致しかねます。
　在庫状況をご確認下さい。

最大幅のご案内
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3401

34083402

34093403

34103404

3413 3414 3415 3417

3421

6037

中華丸皿 10インチ
●サイズ／φ26cm

中華小判皿 12インチ
●サイズ／31×22.5cm

中華丸皿 12インチ
●サイズ／φ31cm

中華小判皿 14インチ
●サイズ／37×27.5cm

中華丸皿 14インチ
●サイズ／φ35cm

中華小判皿 16インチ
●サイズ／42×31cm

中華丸皿 16インチ
●サイズ／φ40.5cm

スープボール
●サイズ／φ11×H4.5cm
●材質／陶器

レンゲ
●サイズ／L13.9×D4.6cm
●材質／陶器

スープボール(大)
●サイズ／φ23.5×H8cm
●材質／陶器

中華 小千茶
●サイズ／φ7.5×H5.5cm
●材質／陶器

中華カスター（酢､醤油､辣油）
●材質／陶器

カスター台
●サイズ／W22×D11×H1.5cm  
●材質／木製

3061

3067

3063

3065
3069

やわらぎ 長角巾広皿
●サイズ／W36×D24.5×H3cm ●材質／陶器

やわらぎ 半月皿
●サイズ／φ32×D16×H2.5cm ●材質／陶器
※1枚単位のレンタルとなります。

やわらぎ 長角皿
●サイズ／W36×D11×H3cm ●材質／陶器 ※1枚単位のレンタルとなります。

やわらぎ 丸皿
●サイズ／φ23.5×H2.5cm ●材質／陶器

やわらぎ しずく鉢
●サイズ／W23.5×D6×H4cm ●材質／陶器
※1枚単位のレンタルとなります。

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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2207

2209

ガラス大皿
●サイズ／φ40cm

一筆盛込皿
●サイズ／W66×D32×H7cm

1613
丸オードブル 32cm 5仕切りガラス付 
●サイズ／φ32cm

2261

2263 2265 2267

ガラス ラウンドプレート
●サイズ／φ61.6×H11.5cm ●材質／ガラス

フェニーチェ オーヴァルプレート
●サイズ／W50×D16×H3.4cm ●材質／ガラス

リアルト センターピースプレート
●サイズ／φ34×H9.2cm ●材質／ガラス

リアルト ボール
●サイズ／φ34.5cm ●材質／ガラス

5801 5803 5805
さざ波小判盛鉢
●サイズ／W49.5×D21×H9.5cm ●材質／AC樹脂

さざ波長角盛鉢
●サイズ／W55×D40×H9cm ●材質／AC樹脂

さざ波長角平皿
●サイズ／W48.6×D38.6×H2.8cm ●材質／AC樹脂

ガラスボール
●サイズ／φ12×H6.4cm
●容量／400cc

ガラスプチボール 
●サイズ／φ6×H2.5cm
●容量／60cc

ガラス丸皿 15cm ガラス丸皿 18cm 

2205 2231

2228 2229

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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和食回転オードブル   尺7寸
●サイズ／φ52×H12cm●材質／メラミン

和食回転盛皿 尺7寸
●サイズ／φ53×H8cm ●材質／メラミン

大盃盛込器 尺2寸（スノコ付）
●サイズ／本体：φ36×H12.5cm ･スノコ：φ26.7cm ●材質／メラミン

扇面盛込器
●サイズ／W61×D36×H5.5cm ●材質／メラミン

松葉盛器（スノコ付） 
●サイズ／W77×D46×H10cm ●材質／メラミン

寿冠盛器 尺5寸（スノコ付） 
●サイズ／外寸φ50cm･スノコφ41.5cm ●材質／メラミン

御所車
●サイズ／本体：W120×D56×H27.2cm･中子：W80×D41cm
●材質／木製うるし仕上
※欄干部のみのお取扱いもしております

殿様盛器（スノコ付）
●サイズ／W60×D49×H7.5cm●材質／メラミン

和食三段回転オードブル
●サイズ／上皿：φ27･中皿：φ36･下皿：φ53･H40cm
●材質／メラミン

和食回転オードブル 尺5寸
●サイズ／φ45×H9cm●材質／メラミン

根来 パーティ盆
●サイズ／φ64×H14cm ●材質／木製・漆

八角黒盆 本漆
●サイズ／W53.5×D53.5×H3.6cm ●材質／木製・漆

亀甲型盛込台
●サイズ／W60×D45×H9cm
●材質／木製スーパーコーティング仕上

和食四段回転オードブル 富士型 
●サイズ／φ62.2×H29.1cm ●材質／メラミン

5017

5097

5061

5079

5067 5095

5113

5069

5019

5065

6067

6069

5089

5063

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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筏 盛込台
●サイズ／W72×D40×H12cm  ●材質／木製スーパーコーティング仕上

欅 長板盛込台 3尺3寸
●サイズ／W100×D30×H7cm ●材質／欅製・漆

5091

6057

5121

6039

冠皿 尺3寸
●サイズ／φ39×H5cm
●材質／メラミン

九頭龍盛込器
●サイズ／外寸W60×D39cm･内寸W54×D33cm
●材質／桧製

5255
木枠付プレート
●サイズ／W52×D36×H7.5cm

多用高台皿 中朱・渕黒 尺1寸
●サイズ／φ32×H5cm ●材質／メラミン

小判盛皿 尺7寸（金梨）
●サイズ／W51×D36×H2.5cm
●材質／メラミン

小判盛皿 尺7寸（朱･黒）
●サイズ／W51×D36×H2.5cm
●材質／メラミン

白木 長角台 60cm
●サイズ／W60×D16×H15cm
●材質／桐材

こね鉢盛器 尺6寸（スノコ付） こね鉢盛器 尺8寸（スノコ付）

こね鉢盛器 尺6寸（スノコ無）
●サイズ／φ48×H10cm ●材質／木製・漆

こね鉢盛器 尺8寸（スノコ無）
●サイズ／φ54×H11cm ●材質／木製・漆

白木 長角台 70cm
●サイズ／W72×D18×H15cm
●材質／桐材

白木 長角台 80cm
●サイズ／W84×D18×H15cm
●材質／桐材

盛込桶 尺2寸 
●サイズ／φ36×H9.5cm

白木盛台 尺4寸 
●サイズ／W42×D27×H7cm

多用高台皿 中朱・渕黒 尺5寸 
●サイズ／φ44×H5.5cm ●材質／メラミン

小判盛皿 2尺1寸（金梨） 
●サイズ／W63×D45×H2.5cm
●材質／メラミン

小判盛皿 2尺1寸（朱･黒） 
●サイズ／W63×D45×H2.5cm
●材質／メラミン

盛込桶 尺5寸 
●サイズ／φ45×H12cm

白木盛台 尺6寸 
●サイズ／W48×D33×H7.5cm

5123

50755071

6075

5081 5085

5083 5087

6077 6079

60356021

5125

50775073

60336023

6075

6077

6079

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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3307

3379

3381 3383

3801 3803

3881

3805

38073809

3317 3319

大漁盛皿（白）
●サイズ／W52×D35cm ●材質／陶器

特大 長皿
●サイズ／W50×D17cm ●材質／陶器

和陶ドラ鉢 尺1寸 白（ノリタケ製）
●サイズ／φ33×H10cm ●材質／陶器

和陶ドラ鉢 尺1寸 茶（ノリタケ製）
●サイズ／φ33×H10cm ●材質／陶器

京友禅ドラ鉢
●サイズ／φ26×H7cm ●材質／陶器

南蛮尺皿
●サイズ／φ31.7×H4.6cm ●材質／陶器

ZEN角皿（黒）
●サイズ／W27×D27cm ●材質／陶器

京友禅尺皿
●サイズ／φ31×H4cm ●材質／陶器

角盛皿 尺2寸 
●サイズ／W35.7×D22.8×H5.2cm ●材質／陶器

くし目盛鉢 
●サイズ／φ28×H5.5cm ●材質／陶器

舟型皿（白）
●サイズ／W55×D22cm ●材質／陶器

舟型皿（茶）
●サイズ／W55×D22cm ●材質／陶器

3377
和陶魚皿 （白）  
●サイズ／W56×D21×H4.7cm ●材質／陶器

3817
和陶 黒地柚子肌大皿
●サイズ／φ41×H5cm ●材質／陶器

3819
和陶 青地大皿
●サイズ／φ42.5×H5cm ●材質／陶器

※陶器商品の宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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5189
コバルト 丸皿
●サイズ／φ22.5×H2.9cm ●材質／メラミン

5047

5407

5049

5009

5127

八角大皿（赤絵）  
●サイズ／W43×D43×H6cm
●材質／メラミン

朱塗金一文字 8.5寸  
●サイズ／φ26.1×H3.7cm ●材質／メラミン

角大皿（唐草）  
●サイズ／：W40.5×D40.5×H5.5cm
●材質／メラミン

高台和皿（青磁） 尺3寸  
●サイズ／φ39×H6cm ●材質／メラミン

高台和皿 尺8寸（白高麗）  
●サイズ／φ54×H7cm ●材質／メラミン

3811

3883 3885 3887 3889

3813 3815
布目唐草尺皿
●サイズ／φ30×H5cm ●材質／陶器

匠 三角大皿（白）
●サイズ／φ27×H5cm ●材質／陶器

匠 大鉢（白）
●サイズ／φ27×H7.5cm ●材質／陶器

三ツ足盛鉢
●サイズ／φ26×H10cm ●材質／陶器

粉引 長皿
●サイズ／W53×D13.5cm ●材質／陶器

牡丹唐草尺皿
●サイズ／φ31.5×H5.5cm ●材質／陶器

牡丹尺鉢
●サイズ／φ31.5×H8.8cm ●材質／陶器

清水鉢 青磁 5寸 
●サイズ／φ16×H3.5cm ●材質／メラミン

高台和皿（網目） 尺1寸 
●サイズ／φ33×H5cm ●材質／メラミン

清水鉢 青磁 尺3寸 
●サイズ／φ39.8×H4.7cm ●材質／メラミン

ドラ鉢 尺（盛鉢） 
●サイズ／φ30×H7cm ●材質／メラミン

ドラ鉢 尺2寸（盛鉢） 
●サイズ／φ36×H7cm ●材質／メラミン

高台和皿（網目） 尺5寸 
●サイズ／φ46×H6.5cm ●材質／メラミン

5403

5007

5405

5013

50155011

※陶器商品の宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。

メラミン
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3851

5025

5035

5037

5029 5185 5319 5187

5031 5032

5027

3853 3855

6025

5707

松花堂弁当箱 角8寸
●サイズ／W24×D24×H6.5cm

松花堂弁当箱 角8寸（法事用）
●サイズ／W24×D24×H6.5cm

松花堂弁当箱 長角尺2寸（法事用）
●サイズ／W36×D27×H6.5cm

木目吸物椀（蓋付）
●サイズ／φ13×H9cm
●材質／メラミン

亀甲汁椀
●サイズ／φ11.7×H6.3cm
●材質／メラミン

千筋吸い物椀（蓋付）
●サイズ／φ11×H11cm
●材質／メラミン

うな重
●サイズ／W16.7×D14.3×H8cm
●材質／ABS樹脂

松花堂弁当箱 8寸（十字仕切付）
●サイズ／W24×D24×H6.5cm
●材質／メラミン
※小鉢類は別途ご注文下さい。

松花堂弁当箱 長角尺3寸
（六ッ仕切り）
●サイズ／W37.8×D26×H6.3cm
●材質／メラミン
※小鉢類は別途ご注文下さい。

松花堂弁当箱 長角尺2寸
●サイズ／W36×D27×H6.5cm

はし置（十草角細）
●サイズ／6cm
●材質／陶器

はし置（天目友禅）
●サイズ／6cm
●材質／陶器

はし置（織部豆）
●サイズ／4cm
●材質／陶器

はし置（竹製）
●サイズ／6cm

四角木目箸 黒
●サイズ／22.5cm
●材質／ABS樹脂
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33433371

3711

51715327

6029

6043 6047

5329 5331

5401

5175

5179 5181

3733

5161 5163

3345

3351 3367

※ご使用イメージです。

角鉢 赤絵 
●サイズ／11.2×11.2×H3.5cm ●材質／陶器

角鉢 
●サイズ／11×11×H3.5cm ●材質／陶器

花絵 丸小付 
●サイズ／φ10.2×H3.5cm ●材質／陶器

菊鉢 黄色
●サイズ／φ11.4×H3.6cm ●材質／メラミン

片口鉢 黄瀬戸 
●サイズ／φ11.1×H3.5cm ●材質／メラミン

スミ切板 朱／黒 
●サイズ／11.3×11.3×H0.6cm ●材質／木製

竹 角皿 
●サイズ／11×11×H2cm ●材質／竹製

すだれ  
●サイズ／11×11cm ●材質／竹製

円鉢 内朱天黒 
●サイズ／φ11.3×H3.5cm ●材質／メラミン

正角鉢 内朱天黒 
●サイズ／11.5×11.5×H3.5cm ●材質／メラミン

彩皿 青磁 
●サイズ／11.5×11.5×H3.6cm ●材質／メラミン

円鉢 内金パール天朱
●サイズ／φ11.3×H4.2cm ●材質／メラミン

満月角鉢 若芽ボカシ
●サイズ／11×11×H3.3cm ●材質／メラミン

正角皿 青磁
●サイズ／11×11×H1.5cm ●材質／メラミン

高麗 小鉢 
●サイズ／φ11×H3.5cm ●材質／陶器

手箕 染留 
●サイズ／11.4×11.4×H3.7cm ●材質／メラミン

新丸かご 染留 
●サイズ／φ11.2×H3.7cm ●材質／メラミン

丸鉢 赤絵 
●サイズ／φ11.3×H3.4cm ●材質／陶器

千代口付 扇鉢 
●サイズ／11×11×H3.6cm ●材質／陶器

千代口付 松  
●サイズ／11×11×H3.2cm ●材質／陶器

22353373 2241
ガラス 角小皿
●サイズ／W10.5×D10.5×H4.5cm

丸鉢　菊コバルト
●サイズ／φ11×H3.6cm ●材質／陶器

ガラス 丸小鉢
●サイズ／φ11.5×H4cm

※陶器商品の宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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2034

37013725

3783

50996045

3398

3795

3867

3727

3785

3869

3753

3871

3777 3779

3865

5043 5045

2233

3703

3393

3705

3713

3397

3717

冷茶グラス
●サイズ／φ8.8×H6.2cm
●容量／185ml ●材質／ガラス

三島豆角皿
●サイズ／9×9cm
●材質／陶器

若草千代口 
●サイズ／φ8.7×H3.6cm
●材質／陶器

槍梅湯のみ（蓋付）
●サイズ／φ8×H7cm
●材質／陶器

布目銘々皿（根来）
●サイズ／φ14×H2cm
●材質／メラミン

千筋おしぼり受け
●サイズ／18.2×8.9×1.1cm
●材質／メラミン

十草長湯呑
●サイズ／φ6.4×H8.8cm
●材質／陶器

土瓶むし
●容量／240cc
●材質／陶器

三色十草豆珍味
●サイズ／φ5×H3.5cm
●材質／陶器

南蛮珍味 
●サイズ／φ8.2×H3.2cm
●材質／陶器

錦織湯のみ（蓋付）
●サイズ／φ8.5×H7.3cm
●材質／陶器

六角豆珍味
●サイズ／φ5×H3cm
●材質／陶器

花鳥角小鉢
●サイズ／9.3×9.3×H5.4cm
●材質／陶器

吹墨豆珍味
●サイズ／φ4.3×H2.7cm
●材質／陶器

たつき抹茶 
●サイズ／φ11.8×H7.7cm
●材質／陶器

黒楽抹茶
●サイズ／φ11.7×H7.8cm
●材質／陶器

菊型豆珍味
●サイズ／φ4.7×H3.5cm
●材質／陶器

茶たく
●サイズ／φ12cm
●材質／メラミン

茶たく 梅型
●サイズ／φ11.5cm
●材質／木製

ガラス珍味
●サイズ／φ5.5×H4.5cm

青紅豆皿 
●サイズ／φ9.5cm
●材質／陶器

古伊万里湯のみ（蓋付）
●サイズ／φ8.5×H8cm
●材質／陶器

小花豆皿 
●サイズ／φ9.5cm
●材質／陶器

紫花型小鉢 
●サイズ／φ9×H5.5cm
●材質／陶器

湯のみ茶わん
●サイズ／φ8.4×H5.6cm
●材質／陶器

祥瑞角小皿
●サイズ／10.5×10.5cm
●材質／陶器

3707 3709
赤絵花小皿
●サイズ／φ10cm
●材質／陶器

祥瑞小皿
●サイズ／φ10cm
●材質／陶器

※陶器商品の宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。



ナガヨレンタル

Nagayo Rental Catalog Vol.41│53

3337

5701

5703

5705

3735

3752

3751

3769

3719

3737

3757

3781

3721 3739

3759

3787

3723 3741

3761

3789

3731

3743

3763

3791

なつめ型蒸碗
●サイズ／φ8×H8cm
●材質／陶器

茶碗蒸しスプーン
●サイズ／13cm
●材質／ABS樹脂

スリムスプーン
●サイズ／19.5cm
●材質／ABS樹脂

フォーク 黒
●サイズ／13cm
●材質／ABS樹脂

十草トンスイ
●サイズ／φ12.8×H4.5cm
●材質／陶器

古伊万里 呑水
●サイズ／φ12×H5.3cm
●材質／陶器

金彩古伊万里
●サイズ／φ12.2×H5.5cm
●材質／陶器

笹付出し皿
●サイズ／25.7×10cm
●材質／陶器

なずな小皿 
●サイズ／φ12cm
●材質／陶器

青白中皿
●サイズ／φ15cm
●材質／陶器

涼風中皿 
●サイズ／φ14.5cm
●材質／陶器

鉄仙仕切皿 
●サイズ／18.7×14cm ●材質／陶器

青磁小花小皿 
●サイズ／φ12cm
●材質／陶器

唐草小鉢
●サイズ／φ11.5×H4cm
●材質／陶器

間取小花中皿
●サイズ／φ16cm
●材質／陶器

花ごころ蒸碗
●サイズ／φ8×H9.2cm
●材質／陶器

天目トンスイ
●サイズ／φ12.5×H4.8cm
●材質／陶器

花つなぎ小鉢
●サイズ／φ13.4×H4.5cm
●材質／陶器

青磁小花中皿
●サイズ／φ16.5cm
●材質／陶器

丸皿 赤帯
●サイズ／φ21.5cm ●材質／陶器

グレー小鉢
●サイズ／φ13×H3.8cm
●材質／陶器

黄瀬戸小鉢
●サイズ／φ13.6×H4.1cm
●材質／陶器

なずな中皿
●サイズ／φ16cm
●材質／陶器

丸皿 藍流し
●サイズ／φ26cm ●材質／陶器

※陶器商品の宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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3341

3359

3857 3861

5268

3347

3349

3353

3329 3331
古都中鉢
●サイズ／φ16×H5cm
●材質／陶器 

草花煮物鉢（蓋付）
●サイズ／φ16.5×H8.7cm
●材質／陶器 

六角中付
●サイズ／10.5×9.8×H6.5cm　●材質／陶器

平蓋物五寸
●サイズ／φ15×H8.8cm ●材質／陶器

黄竹2合徳利
●容量／270cc ●材質／陶器

十草1合徳利
●容量／150cc ●材質／陶器

一合升 黒内朱
●サイズ／7.9×7.9×H4.4cm　●材質／メラミン

長角前菜皿
●サイズ／24.5×9×H2.3cm ●材質／陶器

長角焼皿
●サイズ／25×13×H2.6cm ●材質／陶器

染錦菱紋八角向付
●サイズ／14.2×14.2×H5.2cm ●材質／陶器

八角向付
●サイズ／17×17×H4.5cm
●材質／陶器

八角千代口
●サイズ／9.7×9.7×H3.2cm
●材質／陶器

5301

5303 5305

5307

5309
5311 5313

5315 5317 5319

3859 3863
黄竹ぐい呑
●サイズ／φ4.8×H4cm ●材質／陶器

十草ぐい呑
●サイズ／φ4.8×H4cm ●材質／陶器

焼物皿 
●サイズ／21.3×14.5×H2.6cm
●材質／メラミン

煮物鉢 （蓋付） 
●サイズ／φ12.8×H8cm
●材質／メラミン

八角珍味
●サイズ／φ7×H5.5cm
●材質／メラミン

千筋吸い物椀 （蓋付）
●サイズ／φ11×H11cm
●材質／メラミン

酢の物鉢
●サイズ／10.5×10.5×H4cm
●材質／メラミン

刺身皿 
●サイズ／26.7×15.7×H3.5cm
●材質／メラミン

前菜皿 
●サイズ／22.4×6.9×H2.2cm
●材質／メラミン

小鉢 
●サイズ／φ10.4×H5.8cm
●材質／メラミン

大名膳 
●サイズ／54×42.3×H20cm
●材質／メラミン

のぞき 
●サイズ／12×7.8cm
●材質／メラミン

5303 5315

5307 5319

5311

5305 5317

5309 5301

5313

青白磁盃  
●サイズ／φ4.2×H4.8cm ●容量／30cc
●材質／陶器

浜広盃  
●サイズ／φ4.8×H4cm ●容量／25cc
●材質／陶器

青白磁8勺徳利  
●容量／125cc ●材質／陶器

玉燗  
●容量／180cc ●材質／陶器

3312 3316

3310 3314

※大名膳の宅配便でのお取扱いは
　ご遠慮させて頂きます。

※陶器商品の宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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土びん
●材質／耐熱ABS
●容量／1.8ℓ

土びん（約10杯取り）
●材質／陶器
●容量／1ℓ

菜箸
●サイズ／33cm

卓上お玉 貝型
●サイズ／L22.5×D6.8cm

しゃもじ
●サイズ／23.6×7.4cm

千筋飯器
●サイズ／φ11.6×H9cm
●材質／メラミン

3361

5033

5325

9011

9004

9012

9006 9010

3771 3773

3399 3400

6027

1691

5709

5321
飯碗
●サイズ／φ11.5×H5.2cm
●材質／陶器

お盆 （尺3寸）
●サイズ／W39.5×D28.5×H2cm ●材質／メラミン

おひつ ヘラ付 
●サイズ／φ29×H15.1cm 10人用
●材質／メラミン

電気式 ポット 
●サイズ／W20×D25×H28cm
●容量／2.2ℓ ●電源／100V・870W

電気式 ポット (お湯専用) 
●サイズ／W19.5×D25.6×H34cm
●容量／3ℓ ●電源／100V・650W
※お湯以外のご使用はご遠慮願います。

エアーポット  
●サイズ／W15.5×D20×H38.5cm
●容量／2.25ℓ

エアーポット (お湯専用)  
●サイズ／W19.3×D24.5×H30.6cm
●容量／2.5ℓ
※お湯以外のご使用はご遠慮願います。

テーブル保温ポット (お湯専用)   
●サイズ／W13.5×D16.5×H23cm(口径4.5cm)
●容量／1.5ℓ
※お湯以外のご使用はご遠慮願います。

釜上丼（藍流）
●サイズ／φ17×H9cm
●材質／陶器 

釜上丼（祥瑞）
●サイズ／φ17×H9cm
●材質／陶器 

やかん
●材質／アルマイト
●容量／8ℓ

1743

表面

裏面

5034
半月盆 両面布目 黒／朱
●サイズ／W36×D30.3×H1.7cm ●材質／ABS樹脂

土鍋 10号
●サイズ／φ30cm ●材質／陶器 

土鍋 9号
●サイズ／φ27cm ●材質／陶器 

IH用土鍋 9号
●サイズ／φ27.5cm ●材質／陶器 

3363

3362

1765

※陶器商品の宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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そばちょこ    
●サイズ／φ8×H6cm
●材質／メラミン

角湯筒    
●容量／700cc    
●材質／メラミン

わんこそば   
●サイズ／φ12×H4cm
●材質／メラミン

5059 50515021

多用鉢 12cm  
●サイズ／φ12×H5.5cm ●材質／メラミン 

丸型すし桶 扇 尺（フィルム付）  
●サイズ／φ30×H7cm ●内容／約3人用

角型すし桶 朱牡丹 尺3寸  
●サイズ／W39×D39×H7cm ●内容／約7人用

多用鉢 14cm 
●サイズ／φ14.2×H6.7cm ●材質／メラミン

丸型すし桶 扇 尺2寸（フィルム付） 
●サイズ／φ36×H7.2cm ●内容／約5人用

多用鉢 16.5cm 
●サイズ／φ16.5×H7cm ●材質／メラミン

丸型すし桶 松 尺3寸（フィルム付） 
●サイズ／φ39.5×H6cm ●内容／約7人用

メラミン スープ皿 
●サイズ／φ23×3.8cm

メラミン ミート皿 
●サイズ／φ23.2×2cm

ナッピー皿 
●サイズ／10.5×7.2×H2cm
●材質／陶器

丸型パーティー皿 
●サイズ／φ20cm●材質／ABS樹脂

角型パーティー皿 
●サイズ／W22×D17cm●材質／ABS樹脂

丸小皿 9.6cm 
●サイズ／φ9.6×H2.2cm●材質／陶器

丸小皿 9.5cm 
●サイズ／φ9.5×H1.8cm●材質／陶器

メラミン 丼 
●サイズ／φ15.1×7cm
※商品は丼本体のみとなり、蓋は含まれません。

メラミン 深皿 
●サイズ／φ17.9×2.5cm

メラミン 湯呑み 
●サイズ／φ9.5×5.5cm

醤油皿 
●サイズ／φ7×H3cm
●材質／メラミン

醤油受け 
●サイズ／φ10cm
●材質／メラミン

醤油差し M型 
●サイズ／φ6×H9.5cm
●材質／樹脂 ●容量／130cc

多用鉢 10cm 
●サイズ／φ10×H5.3cm ●材質／メラミン

丸型すし桶 松 7寸  
●サイズ／φ22×H5.7cm ●内容／1人用

角型すし桶 朱牡丹 尺1寸  
●サイズ／W33×D33×H7cm ●内容／約4人用

50405055

5005

50415057

50425093

56035601

3007
502450233702

3704

5607
5605

5609 5129 52595258

50395092

5003

5137
多用丼 （小）
●サイズ／φ11×H5.5cm
●材質／耐熱ABS
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屋台 
●サイズ／W150×D75×H210cm
※「営業中」の札はついておりません｡
　ちょうちんは1個つきます｡
※設営費は別途となります。

電気式すしネタケース 26型 
●サイズ／本体：W260×D45×H30cm
　　　　　ネタケース：W200×D30cm
●電源／100V･160W※袖付台は取りはずしできます｡

電気式すしネタケース 14型 
●サイズ／W140×D29.7×H27.3cm
●電源／100V･170W

すしネタケース 
●サイズ／W91.5×D29×H27cm

和船 3尺 メラミン  
●サイズ／W88×D32cm
●材質／メラミン

9013

9018

90169017

5001

白木和船 4尺  
●サイズ／W120×D37cm
●材質／越前天然檜

白木和船 6尺  
●サイズ／W183×D58cm
●材質／越前天然檜

白木和船 3尺 
●サイズ／W90×D29cm
●材質／越前天然檜

6017

6018

6016

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
●搬入・搬出費は別途となります
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ウェディングケーキスタンド（タイコ付）60cm  
●サイズ／タイコ径φ60・底径φ83・H21cm
●材質／18-8ステンレス

2Pナフキン 
※1袋100枚入り。

ハート用メモリアルキャンドル  
●サイズ／H53cm
●色／W･PK
※1本単位での販売となります。

ハートキャンドル用ローソク  
●色／W･PK
※19本立て
※1パック単位での販売となります。

ハート燭台一式  
●サイズ／H70cm
※ローソクは別途
※宅配便でのお取り扱いはご遠慮させて頂きます。

ナンバースタンド  
●サイズ／最低62〜最高84cm･伸縮式
●材質／18-8ステンレス
※プレートの文字は多種類あります。

キャンドルスタンド 5本立 
●サイズ／間口W36cm×H38cm
●材質／18-8ステンレス

キャンドルスタンド 3本立  
●サイズ／間口W36cm×H38cm
●材質／18-8ステンレス

六ツ折ナフキン 
※1袋100枚入り。

割箸 袋入り  
※100本単位での販売｡

紙おしぼり 袋入り（白）  
※100本（50×2）

ウェディングケーキナイフ  
●サイズ／全長54cm

ウェディングケーキスタンド（タイコ付）45cm  
●サイズ／タイコ径φ45・底径φ68・H20cm
●材質／18-8ステンレス

1027

143

140
13918231611

16031601

131134 132

1029

1025

テーパーキャンドル  
●サイズ／H12インチ
●色／R･PK･W

※ダース単位での販売となります。

チョコレートファウンテン  
●サイズ／H90cm･φ48cm(最大部) 3段
●電源／100V

スパイラルキャンドル  
●サイズ／H12インチ
●色／R･PK･W

テーパーキャンドル 
●サイズ／／H8インチ

スパイラルキャンドル  
●サイズ／H8インチ

138

9073

136

137

135

●販売品につきましては運賃サービスの対象外となります。
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布ナフキン（白）  
●サイズ／W51×D51cm
※クリーニングにより､
　多少布が縮む場合があります｡

920

テーブルクロス（白）  
●サイズ／W130×D130cm

テーブルスカート（ゴールド） 
●サイズ／5m

テーブルスカート（ブルー） 
●サイズ／5m

パステルグリーン 
●サイズ／5.7m

ホワイト 
●サイズ／3m

ソフトブルー
●サイズ／1.5×1.5m

ライトグリーン
●サイズ／1.5×1.5m

ホワイト 
●サイズ／5m

パステルブルー 
●サイズ／5.7m

スカイブルー 
●サイズ／3m

ゴールド
●サイズ／1.5×1.5m

ダークブルー
●サイズ／1.5×1.5m

スカイブルー 
●サイズ／5m

パステルピンク
●サイズ／5.7m

ピンク 
●サイズ／3m

ライトベージュ
●サイズ／1.5×1.5m

ワインレッド
●サイズ／1.5×1.5m

ピンク 
●サイズ／5m

ワインレッド 
●サイズ／3m

ダークグリーン
●サイズ／1.5×1.5m

ワインレッド 
●サイズ／5m

テーブルスカート（ピンク）
●サイズ／5m

テーブルクロス（白） 
●サイズ／W150×D150cm

テーブルスカート（ゴールド） 
●サイズ／7m

テーブルスカート（ブルー） 
●サイズ／3m

テーブルクロス（白）  
●サイズ／W180×D270cm

テーブルスカート（ゴールド） 
●サイズ／3m

野バラ柄（白）  
●サイズ／φ2.8m

野バラ柄（白）  
●サイズ／φ2.5m

野バラ柄（白）  
●サイズ／φ2.2m

テーブルクロス（白）  
●サイズ／W110×D110cm

923

7001

テーブルスカート

カラートップクロス

円形クロス

7005

961

971

952

951

972

962

973

955

954

974

963

975

957

956

976

977

958

978

7015

925

7003 7011

929

7013

945

943

941

921

※スカートピンが必要なお客様はお申し付け下さい。
※スカートH70cm

●クロス、スカートの一部の商品は運賃サービスの対象外となります。
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卓上ウオーマー4.5ℓ×3
●サイズ／W32×D55×H28.5cm
●電源／100V･1KW
●温度調節／30〜90℃･サーモ可変式
●仕様／3槽式：角4.5ℓ×3ヶ入

卓上IH調理器  
●サイズ／W30.4×D34.5×H5.3cm
●電源／100V・約1.4KW
●揚げ物コース／140℃〜200℃
●使用可能な鍋寸法／底経φ12cm〜φ26cm
●耐重量／4kgまで

冷凍ストッカー  
●サイズ／（外寸)W51×D33×H86.5cm 
　　　　 （内寸)W39×D21×H51.5cm　
●有効内容積／42ℓ（冷凍食品 約23kg）
●庫内温度／−20℃ ●電源／100V・68W

デリカウォーマー  
●サイズ／W56×D35×H25cm
●電源／100V･900W
●温度調節30〜90℃サーモ可変式

ホットプレート  
●サイズ／W45.4×H13.2cm
●電源／100V-1.2KW・約80〜230℃・コード温度調節器付
●コード長さ180cm

電気クレープ焼器  
●サイズ／W50×D50×H19cm･熱板サイズ／φ41cm
●電源／100V･1.7KW
●温度調節／30〜250℃サーモ可変式

電動式キューブアイススライサー  
●サイズ／W29.5×D42×H37.5cm
●電源／100V･180W

おでん鍋（電気式）  
●サイズ／W67×D36×H32cm
●電源／100V･1.5KW
●8つ仕切り

電動式ブロックアイススライサー  
●サイズ／W30.7×D43.2×H57.4cm
●電源／100V･210W
※粗さ調節ダイヤルワンタッチ

電気フライヤー 8ℓ  
●サイズ／W25×D45.6×H19.5cm
●電源／100V・1.4ｋｗ
●容量／油量８ℓ

電気フライヤー 5ℓ  
●サイズ／W30×D47×H22cm
●電源／100V･1.6KW
●温度調節／50〜200℃･サーモ可変式
●容量／油量5ℓ
※画像は5Lです

ホットショーケース  
●サイズ／W60×D30×H46cm
●電源／100V･430W
●温度調節／30〜90℃･サーモ可変式
●仕様／加湿機能内蔵

電気コンロ 4.0KW  
●サイズ／W45×D50×H17cm
●電源／三相200V･4.0KW
●温度調節／6段切換式
※動力電源が必要となります。

9107
1835

9069

9055

9043

9042

9019

9041

9085

908190829093

9087

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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桧 中華セイロ フタ33cmφ  
●サイズ／φ33cm
●材質／桧

桧 中華セイロ 身33cmφ  
●サイズ／φ33×5.5cm(内寸φ29.6cm)
●材質／桧

電気蒸器  
●電源／100V･1.5KW
●サイズ／（セイロ）36×36×H12cm（内寸10cm）
　　　　　（本体下部）W35×D40cm

業務用角蒸器 2段  
●サイズ／W42×D42×H46.5cm
　　　　 （取っ手含まず）

卓上鉄板焼 75cm（ヘラ2本付） 
●サイズ／W75×D45×H18cm
※LPガス使用（ガスボンベ別）

卓上鉄板焼 90cm（ヘラ2本付） 
●サイズ／W90×D55×H18cm
※LPガス使用（ガスボンベ別）

スープケトル レードル付  
●容量／7ℓ
●電源／100V・800W

焼鳥機 （焼きアミ付）  
●サイズ／W60×D20×H21cm
※LPガス使用（ガスボンベ別）

ガスコンロ （3重）  
●サイズ／W45×D65×H18cm
※LPガス使用（ガスボンベ別）

ガスグリラー  
●サイズ／W83.5×D51.5×H31.5cm
※LPガス使用（ガスボンベ別）

ヒートランプウォーマー  
●サイズ／W58×D35×H39cm
●電源／100V・500W

インフラレッドウォ−マ−  
●サイズ／W114cm●電源／100V・250W
※赤外線ランプ付き
※アームは角度･方向が自由に調整できます｡
　プレートが付いていない為テーブル等に固定し
　て御使用下さい｡

スープジャー レードル付  
●容量／16ℓ
●電源／100Ｖ・280Ｗ

保温ジャー  
●容量／5.7ℓ〜8ℓ（営業所により異なる）

電気保温ジャー  
●容量／8ℓ
●電源／100Ｖ・100Ｗ

6058

605917231721

9036 9037

9089

9045

9039

9049

9054

9053

902990239047

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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1590
1591

1593
1595

5417
5419
5421

角バット 8取り 
●サイズ／W41×D30×H6.5cm
●材質／18-8ステンレス

薬味バット 4仕切り 
●サイズ／W23×D29×H6cm
●材質／18-8ステンレス

キッチンポット 24cm 
●容量／11ℓ
●材質／18-8ステンレス

PC まな板 大  
●サイズ／W84×D39cm

牛刀 24cm  
●サイズ／刃先24cm

パエリア鍋  
●サイズ／φ90cm
●材質／鉄製

寸胴鍋 42cm  
●サイズ／φ42×深さ42cm
●容量／57ℓ
●材質／アルミ

角バット 10取り 
●サイズ／W35×D27×H6cm
●材質／18-8ステンレス

キッチンポット 30cm 
●容量／21ℓ
●材質／18-8ステンレスPC まな板 特大 

●サイズ／W150×D55×H5cm
牛刀 27cm 
●サイズ／刃先27cm

鉄フライパン  
●サイズ／φ36cm

寸胴鍋 45cm  
●サイズ／φ45×深さ45cm
●容量／71ℓ
●材質／アルミ

角バット 10取用アミ  
●サイズ／W31×D22.5cm
●材質／18-8ステンレス

牛刀 30cm  
●サイズ／刃先30cm

寸胴鍋 54cm  
●サイズ／φ54×深さ54cm
●容量／120ℓ
●材質／アルミ

角バット 6取り
●サイズ／W48×D33×H8cm
●材質／18-8ステンレス

薬味バット 3仕切り 
●サイズ／W33×D14.5×H6cm
●材質／18-8ステンレス

キッチンポット 20cm 
●容量／6.2ℓ
●材質／18-8ステンレス

PC まな板 小 
●サイズ／W60×D30cm

ペティナイフ  
●サイズ／刃先15cm

鉄鍋（天ぷら･スキヤキ用）39cm  
●サイズ／φ39×H10cm

料理鍋（和鍋）  
●サイズ／φ60×深さ28cm
●容量／60ℓ
●材質／アルミ

半寸胴鍋 45cm  
●サイズ／φ45×深さ29cm●容量／46ℓ
●材質／アルミ

パエリア鍋  
●サイズ／φ70cm
●材質／鉄製

寸胴鍋 36cm  
●サイズ／φ36×深さ36cm
●容量／36ℓ
●材質／アルミ

片手浅型鍋　16cm（IH対応）  
●サイズ／φ17.5×H5.5cm　底径15cm
●容量／1ℓ
●材質／ステンレス

片手浅型鍋　22cm（IH対応）  
●サイズ／φ23.5×H7cm　底径20.8cm
●容量／2.6ℓ
●材質／ステンレス

片手浅型鍋　18cm（IH対応）  
●サイズ／φ19.5×H6cm　底径17cm
●容量／1.5ℓ
●材質／ステンレス

片手浅深型鍋　22cm（IH対応）  
●サイズ／φ23.5×H13cm　底径20.8cm
●容量／5.1ℓ
●材質／ステンレス

外輪鍋 36cm  
●サイズ／φ36×深さ12cm●容量／12ℓ
●材質／アルミ

1709

1707

17151713

1703

1701

5419

5417

1591

1756

1740

1782

1788

1711

1705

54211593

9063

1741

1712

1595

1742

1590

1751

1759

1731

1755

1739

1781

1784

IH対応

1733
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きね 
●サイズ／長さ120cm

ドリンクストッカー 70ℓ 
●サイズ／W49.5×D36×H60cm・フタ無

特大番重 薄型（PC）
●サイズ／W68.4×D42.3×H10cm

番重（PC） 
●サイズ／W64×D39.5×H14.5cm

もちフキン  
●サイズ／W75×D75cm

ドリンクストッカー 90ℓ  
●サイズ／W57×D42×H63cm・フタ無

保冷コンテナ  
●サイズ／W64×D44.5×H42.5cm ●容量／59ℓ
●材質／外壁：高密度ポリエチレン
●断熱材／高圧発泡式、硬質ウレタンフォーム

イベントクーラー（どぶづけ）  
●サイズ／外寸：W100×D62×H36.8cm
　 　　　　内寸：W92.7×D54×H32cm
　　　　 有効内寸：W88.7×D50×H30cm
　　　　　スタンド付組立時外寸：W100×D62×H82cm
●材質／外壁：ポリオレフィン

ネオカルター  
●サイズ／W70×D45×H45cm
※特大番重は別途ご注文下さい。
※特大番重は4〜5枚まで収納できます。

特大番重用フタ（PC）  
●サイズ／W69.4×D43.4×H2.9cm

番重（アルミ製）   
●サイズ／W55×D36.5×H11cm

ブルートコンテナ 丸型 70型  
●サイズ／φ45.5×H57cm・フタ無
●容量／70ℓ

ポリバケツ 15型  
●サイズ／φ32.5×H29.5cm・フタ無
●容量／15ℓ

ポリ丸ザル 15型  
●サイズ／φ47×H16cm

うす・きね1本付  
●サイズ／うす・φ51cm

ドリンクストッカー 45ℓ  
●サイズ／W41.5×D36×H56cm・フタ無

6054

5297

5291

5223

6052

5299

5287

5288

1725

5293

1717

52895283

5279

6051

5295 ※色はグレーです

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
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半円テーブル
●サイズ／φ180 1/2×H70cm

黒盆（名刺受け用）
●サイズ／W33×D24×H2cm

角テーブル 180×60cm
●サイズ／W180×D60×H70cm

角テーブル 180×75cm
●サイズ／W180×D75×H70cm

角テーブル 180×90cm
●サイズ／W180×D90×H70cm

角テーブル（1本脚）90×90cm
●サイズ／W90×D90×H70cm

円テーブル
●サイズ／φ120×H70cm

半円テーブル
●サイズ／φ150 1/2×H70cm

金ビョウブ  
●サイズ／W360×H210cm（6枚折）

スクリーンパーテーション  
●サイズ／W180×H173cm
●材質／デコラ ●色／ホワイト(3折)

黒盆（受付用）  
●サイズ／W54×D36×H5cm

クローク札（合札） 1セット 丸型ハイテーブル φ60cm 黒 
●サイズ／φ60×H100cm
●天板／黒デコラ

丸型ハイテーブル φ45cm 白  
●サイズ／φ45×H100cm
●天板／白デコラ

スタッキングチェア  
●サイズ／W48×D49×H75×座面43cm

子供イス  
●サイズ／W33×D33×H80×座面53cm

角テーブル 150×45cm  
●サイズ／W150×D45×H70cm

角テーブル 180×45cm  
●サイズ／W180×D45×H70cm

回転テーブル  
●サイズ／φ90cm

丸型テーブルΦ70cm 黒（Ｈ70cm）  
●サイズ／φ70cm×H70cm

円テーブル 
●サイズ／φ90×H70cm

6121

9113

6103

6105

6107 6133

6111 6119

9097
9103

91119109 61276125

90619057

61316101

6123

6129

6109

ハンガーラック
●サイズ／W150×D50×H100〜160cm

ハンガー（プラスチック）
●サイズ／37.5×19cm

ハンガーラック 
●サイズ／W120×D50×H100〜160cm

9105

5423

9104

※このページの商品は宅配便でのお取扱いはご遠慮させて頂きます。
●搬入・搬出費は別途となります。

使用例
※回転テーブルは上部のみとなります。



商品コード 商品名 数量 備考

ナガヨレンタル FAX注文書 年　　　月　　　日

東京 FAX 03-3842-6784
E-mail　rental@nagayo.co.jp

大阪 FAX 06-6555-6355
E-mail　osaka@nagayo.co.jp

燕 FAX 0256-64-4887
E-mail　tsubame@nagayo.co.jp

御社名

御届け先

駐車場

　　　なし  ・  使用前  ・  使用後有  　・　  無
高さ制限

有　　　・　　　無

ｍ

TEL

御返却先

連絡事項

搬入出可能時間 ●時間により別途料金が発生する場合がございます。

洗浄のご希望（有料）搬入・出用エレベーター

●洗浄のお取扱いは東京のみとなります。
●記入無き場合は なし となります。

●エレベーター無き場合は軒先お渡しと
　なります。

●この注文書をコピーして注文品を記入しFAXにて送付して下さい。

　　　　：　　　　　　　～　　　　　　：　

TEL

納品先情報　※当社による搬入搬出をご希望される場合は下記にご記入下さい。

御使用日 ご使用予定 AM ・ PM　　　　　：　　　　　～　スタート　　月　　    　日　　　　（　　  　）

　　月　　    　日　　　　（　　  　）

　　月　　    　日　　　　（　　  　）

納品日 搬入方法 （   ナガヨ納品　・　ご来社　・　宅急便   ）

返却日 搬出方法 （   ナガヨ納品　・　ご来社　・　宅急便   ）

様

御担当 　　　　　　様

御担当 　　　　　　様

御担当 様

TEL　　　　　_　　　　_

FAX　　　　　_　　　　_御住所
〒　　　－

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



東京本社営業部
TEL.03-3842-6781（代）  FAX.03-3842-6784
E-mail：tokyo＠nagayo.co.jp
住所：〒111-0036  東京都台東区松が谷4-28-2

東京本社レンタル事業部
TEL.03-3842-1685（代）  FAX.03-3842-6784
E-mail：rental＠nagayo.co.jp
住所：〒111-0036  東京都台東区松が谷4-28-10

燕営業所
燕配送センター
TEL.0256-64-4361（代）  FAX.0256-64-4887
E-mail：tsubame＠nagayo.co.jp
住所：〒959-1277  新潟県燕市物流センター2-25

大阪営業所
TEL.06-6555-6333（代）  FAX.06-6555-6355
E-mail：osaka＠nagayo.co.jp
住所：〒551-0011　大阪市大正区小林東3-17-15

創業1965年

http://www.nagayo.co.jp/


