ベーカリーケース

全長約 90cm
(左のコンディメントボックスシングルは含みません)

組み合わせ例（上写真）※スクエア ポーセリン 小皿3枚は別売りです

合計￥267,000

組み合わせ例（右写真）

BD112 コンディメントボックス シングル 黒 アクリル ×1 ¥26,000

合計￥147,000

BD113 コンディメントボックス ワイド 黒 アクリル ×1 ¥37,000

BD102 ベーカリーケース 2段 スモール バンブー ×1 ¥61,000

BD111 ベーカリーケース シングル 黒 アクリル ×2 ¥104,000

SW100 マルチレベライザーカク バンブー 30CM ×1 ¥30,000

BD110 ベーカリーケース ワイド 黒 アクリル ×1 ¥77,000

SW101 マルチレベライザーカク バンブー 16CM ×1 ¥18,000

SG021 アククリル 黒 スクエア35×35CM ¥17,000

SW104 マルチレベライザーキャップ バンブー ×2 ¥16,000

CP003 スクエア ポーセリン 小皿11CM 6枚セット ×1 ¥6,000

BP300 バンブー スクエア35×35CM ×2 ¥22,000

コンディメントボックス

全長約110cm

2段
ベーカリーケース

ベーカリーケース

6コンパートメント

バンブー
※木の性質上
サイズが変わる
ことがございます

BD108
コンディメントボックス
シングル バンブー
W205 D370 H155mm
¥24,000

BD109
コンディメントボックス
ワイド バンブー
W405 D370 H155mm
¥34,000

BD106
ベーカリーケース
シングル バンブー
W200 D385 H200mm
¥42.000

BD105 ※取り寄せ
ベーカリーケース
ワイド バンブー
W406 D385 H200mm
¥69.000

BD102

ベーカリーケース
スモール 2段 バンブー

W175 D315 H365mm
¥61,000

BD114
ベーカリーケース 6コンパートメント
スモール バンブーベース付

W528 D345 H385mm
¥168,000

※FRESHの文字は背面側には印字されて
おりません

黒
BD112
コンディメントボックス
シングル 黒 アクリル
W205 D370 H155mm
¥26,000

スペア
(引き出し)

BD113
コンディメントボックス
ワイド 黒 アクリル
W405 D370 H155mm
¥37,000

BD111
ベーカリーケース
シングル 黒 アクリル
W200 D385 H200mm
¥52,000

BD110 ※取り寄せ
ベーカリーケース
ワイド 黒 アクリル
W406 D385 H200mm
¥77,000

BKM016ベーカリーケース用

BKM017ベーカリーケース用
アクリル スペアボックス ワイド
W380 D380 H145mm
¥45,000 ※取り寄せ

アクリル スペアボックス シングル
W178 D380 H145mm

¥29,000

BD101

ベーカリーケース
スモール 2段 黒 スチール

W155 D313 H332mm
¥108,000
BKM011 ベーカリーケース用
アクリル スペアボックス スモール
W150 D313 H145mm

¥23,000

組み合わせ例（左写真）

合計￥235,000
BD101 ベーカリーケース スモール 2段 黒 スチール ×2 ¥216,000
BP100 バンブー ロング ワイド 85×35CM ×1 ¥19,000

全長約 108cm
※お皿は販売しておりません

ディスペンサー

ドリンク ディスペンサー

先入先出で衛生的
無駄を減らしてコストも削減

EZ518
EZ-SERV 4.9L(1.3GL)1連 ウォールナット
W245 D250 H670mm
¥97,000

EZ520
EZ-SERV 4 .9L(1.3GL) 3連 ウォールナット
W535 D250 H670mm
¥188,000

組み合わせ例（上写真）

組み合わせ例（上写真）

合計￥121,000

合計￥152,000

LD106 ドリンクディスペンサー

LD111 ドリンクディスペンサー

角形アクリル3.8L(1GL)×1¥64,000
LD138 ドリンクディスペンサー
3.8L7.6L用
台形ベース 黒×1 ¥57,000

角形アクリル7.6L(2GL)×1¥81,000
LD137 ドリンクディスペンサー
3.8L7.6L用
台形ベース シルバー×1 ¥71,000

自由に組合せられます。

EZ513
EZ-PRO H1S 3.8L(1GL)1連 シルバー
W160 D257 H430mm
¥47,000

EZ514
EZ-PRO H2S 3.8L(1GL) 2連 シルバー
W220 D257 H430mm
¥57,000

ドリンク
ディスペンサー

壁掛けタイプ ※お取り寄せ
LD106 ドリンクディスペンサー
角形アクリル 3.8L(１GL)
W190 D230 H427mm
¥64,000

EZ523
EZ-SERV4.9L(1.3GL)1連壁付け
4.9L W150 D185 H530mm
¥54,000

EZ524
EZ-SERV 4.9L(1.3GL) 2連壁付け
4.9L W300 D185 H530mm
¥95,000

ドリンク
ディスペンサー
用ベース

LD138 ドリンクディスペンサー
3.8L7.6L用 台形ベース 黒
W265D178H165
¥57,000

LD111 ドリンクディスペンサー
角形アクリル 7.6L(2GL)
W190 D240H595mm
¥81,000

LD137 ドリンクディスペンサー
3.8L7.6L用 台形ベース 黒
W265D178H165
¥71,000
LDM001
ドリンクディスペンサー
3.8L交換用ハンドル
¥12,000

EZ525
EZ-SERV 4.9L(1.3GL) 3連壁付け
4.9L W450 D185 H530mm
¥152,000

EZ527
EZ-SERV 4.9L(1.3GL) 5連壁付け
4.9L W740 D185 H530mm
¥225,000

ドリンク
ディスペンサー
用パーツ
スペア

LDM002
ドリンクディスペンサー
7.6L交換用ハンドル
¥20,000

LD108ドリンクディスペンサー用
角型ドリップトレイ
W110 D110 H2.5mm
¥19,000

LDF002ドリンクディスペンサー用
アイスフローター アクリル
W155 D155 H82mm
¥13,000

氷やフルーツを入れてドリンクの上に浮かせ
簡単な保冷機能をもたせられます

組み合わせ例（左写真手前）

合計￥344,000
LD111 ドリンクディスペンサー 角形アクリル 7.6L(2GL) ×1 ¥81,000
LD138 ドリンクディスペンサー 3.8L7.6L用台形ベース 黒 ×1 ¥57,000
SG037 デザインメラミン 黒 ロング 71×25×3CM×2 ¥50,000（お取り寄せ）
D62077 マルチレベライザー 角シルバー 30CM×1 ¥53,000
D62377 マルチレベライザー 角シルバー 20CM×1 ¥44,000
SG015 アクリル 黒 ロング スリム85×20CM ×1 ¥22,000
SG018 アクリル 黒 ロング ワイド85×35CM ×1 ¥37,000

タワーレベライザー

全長約146cm
タワーレベライザーベース
左端〜右端間116cm

組み合わせ例（上写真）
組み合わせ例（右写真）

合計￥411,000
SM160 タワーベライザー 黒57CM×2 ¥230,000

合計￥284,000

SG015 アクリル 黒 ロングスリム85×20CM ×1 ¥22,000

SM160 タワーレベライザー 黒57CM×2 ¥230,000

WP201 ウォールナット ロングスリム85×20CM ×2 ¥88,000

BP200 バンブー ロングスリム85×20CM ×1 ¥13,000

SG018 アクリル 黒 ロングワイド85×35CM ×1 ¥37,000

BP100 バンブー ロングワイド85×35CM ×1 ¥19,000

SG021 アクリル 黒 スクエア35×35CM ×2 ¥34,000

BP300 バンブー スクエア35×35CM ×2 ¥22,000

SM160
タワーレベライザー 黒57CM
W350 D350 H572mm
¥115,000

SM159
タワーレベライザー シルバー57CM
W350 D350 H572mm
¥152,000

SW104
マルチレベライザー キャップ バンブー
W170 D170 H35mm
¥8,000

SW101
マルチレベライザー カク バンブー16CM
W160 D160 H160mm
¥18,000

SW100
マルチレベライザー カク バンブー30CM
W165 D165 H305mm
¥30,000

BP200
バンブー ロングスリム85×20CM
W850 D200 H10mm
¥13,000

BP100
バンブー ロングワイド85×35CM
W850 D350 H10mm
¥19,000

BP300
バンブースクエア35×35CM
W350 D350 H10mm
¥11,000

WP201
ウォールナット ロングスリム 85×20CM
W850 D200 H10mm
¥44,000

WP101
ウォールナット ロングワイド 85×30CM
W850 D300 H10mm
¥57,000

WP301
ウォールナット スクエア 35×35CM
W350 D350 H10mm
¥37,000

※ウォールナット ロングワイド 85×30CMのみ 幅が30cmとなります。

組み合わせ例（左写真）

合計￥107,000
D623RB マルチレベライザー カク 黒 20CM×2 ¥66,000
BP100 バンブー ロングワイド 85×35CM ×1 ¥19,000
BP300 バンブー スクエア 35×35CM ×2 ¥22,000
全長約127cm

マルチレベライザー
参考レイアウトよりスキャンにて使用
まだ画像頂いておりません。

全長約127cm
マルチレベライザー
左端〜右端間111cm

組み合わせ例（上写真）
組み合わせ例（右写真）

合計￥199,000
D62077 マルチレベライザー カク シルバー 30CM ×2 ¥106,000

合計￥149,000

SG015 アクリル 黒 ロングスリム 85×20CM ×1 ¥22,000

D620RB マルチレベライザー カク 黒 30CM×2 ¥78,000

SG018 アクリル 黒 ロングワイド85×35CM ×1 ¥37,000

SG017 アクリル クリア ロングワイド85×35CM ×1 ¥37,000

SG021 アクリル 黒 スクエア 35×35CM ×2 ¥34,000

SG020 アクリル クリア スクエア 35×35CM ×2 ¥34,000
全長約140cm

D62377
マルチレベライザー カク シルバー 20CM
W150 D150 H205mm
¥44,000

D62077
マルチレベライザー カク シルバー30CM
W150 D150 H303mm
¥53,000

D623RB
マルチレベライザー カク 黒20CM
W150 D150 H205mm
¥33,000

D620RB
マルチレベライザー カク 黒 30CM
W150 D150 H303mm
¥39,000

SM185 ※取り寄せ
マルチレベライザー カク赤 20CM
W150 D150 H205mm
¥24,000

SG014
アクリル クリア ロングスリム 85×20CM
W850 D200 H10mm
¥22,000

SG017
アクリル クリア ロングワイド 85×35CM
W850 D350 H10mm
¥37,000

SG020
アクリル クリア スクエア35×35CM
W350 D350 H10mm
¥17,000

SG015
アクリル 黒 ロングスリム85×20CM
W850 D200 H10mm
¥22,000

SG018
アクリル 黒 ロングワイド85×35CM
W850 D350 H10mm
¥37,000

SG021
アクリル 黒 スクエア35×35CM
W350 D350 H10mm
¥17,000

SM186 ※取り寄せ
マルチレベライザー カク赤 30CM
W150 D150 H303mm
¥30,000

組み合わせ例（左写真）

合計￥286,000
D620RB マルチレベライザー カク黒 30CM×3 ¥117,000
SG015 アクリル 黒 ロングスリム85×20CM ×2 ¥44,000
SG018 アクリル 黒 ロングワイド85×35CM ×2 ¥74,000
全長約 215cm

SG021 アクリル 黒 スクエア35×35CM ×3 ¥51,000

スワンライザー

中央の長皿は付属しておりません

全長約120cm

組み合わせ例（上写真）

組み合わせ例（イラスト図解）

合計￥198,000

合計￥132,000

SM220 スワンライザー 黒 ×2 ¥176,000

SM220 スワンライザー 黒 ×1 ¥88,000

SG015 アクリル 黒 ロングスリム85×20CM ×1 ¥22,000

SG014 アクリル クリア ロングスリム85×20CM ×2 ¥44,000

SM221 スワンライザーシルバー
スクエアポーセリンボウル27CM×2枚付き
W600 D270 H375mm
¥135,000

CP001
スクエア ポーセリンボウル27CM 2枚セット
W270 D270 H80mm
¥14,000

SM220 スワンライザー黒
スクエアポーセリンボウル27CM×2枚付き
W600 D270 H375mm
¥88,000

白皿のみ食器洗浄機使用可能

SK036
バンブートレイ+小皿11CM 6枚 セット
W480 D120 H48mm
¥15,000

SK037
ウォールナットトレイ+小皿11CM 6枚 セット
W480 D120 H48mm
¥17,000

CP003
スクエア ポーセリン小皿11CM 6枚セット
W115 D115 H35mm
¥6,000

組み合わせ例（左写真）

合計￥476,000
SM159 タワーレベライザー シルバー57CM×1 ¥152,000
SM221 スワンライザーシルバー ×2 ¥270,000
SG017 アクリル クリア ロングワイド85×35CM×1 ¥37,000
SG020 アクリル クリア スクエア35×35CM×1 ¥17,000

※タワーレベライザー上のお皿3枚は付属
しておりません。
手前のスクエア ポーセリンボウル27CM
1枚も別売りとなります。
全長約168cmタワーレベライザーベース左端〜右スワンライザー右端間

左スワンライザー左端〜右スワンライザー右端間約123cm

ヘキサゴンシステム

全長約117cm

組み合わせ例（上写真）

合計￥339,000
SM135 ヘキサゴンベース L 黒 ×2 ¥108,000

SG032 アクリル 黒 ヘキサゴン L ×2 ¥54,000

SM134 ヘキサゴンベース M 黒 ×2 ¥88,000

SG030 アクリル 黒 ヘキサゴン M ×2 ¥38,000

SM133 ヘキサゴンベース S 黒 ×1 ¥34,000

SG028 アクリル 黒 ヘキサゴン S ×1 ¥17,000

アクリル ヘキサゴン

SG028
アクリル 黒 ヘキサゴン S
W312 D360 H10mm
¥17,000

SG030
アクリル 黒 ヘキサゴン M
W355 D406 H10mm
¥19,000

SG032
アクリル 黒 ヘキサゴン L
W415 D480 H10mm
¥27,000

SA100
ヘキサゴン アイスバス S アクリル
W304 D350 H42mm
¥17,000

SA101
ヘキサゴン アイスバス M アクリル
W403 D350 H58mm
¥22,000

SA102
へキサゴン アイスバス L アクリル
W413 D470 H55mm
¥28,000

SM133
ヘキサゴン ベース S 黒
W330 D290 H120mm
¥34,000

SM134
ヘキサゴンベース M 黒
W380 D335 H150mm
¥44,000

SM135
ヘキサゴンベース L 黒
W450 D394 H180mm
¥54,000

アイスバス

ベース

組み合わせ例（左写真）

合計￥301,000
SM135 ヘキサゴンベース L 黒 ×2 ¥108,000
SM133 ヘキサゴンベース S 黒 ×2 ¥68,000
全長約165cm

SG032 アクリル 黒 ヘキサゴン L ×2 ¥54,000
SG028 アクリル 黒 ヘキサゴン S ×2 ¥34,000
SG018 アクリル 黒 ロングワイド 85×35CM ×1 ¥37,000

アイスバスはヘキサゴンシステムの中に入れて使用します。

弊社ショールーム(予約制 芝公園駅 徒歩1分)にて商品をご覧いただけます

積木感覚で組み合わせ、迫力のベーカリーコーナーをデザイン
ベーカリー

楽しんでチョイスできる目を引くプレゼンテーション
ディスペンサー

組み合わせ例 合計￥237,000

BD106

ベーカリーケース シングル バンブー ×4 ¥168,000

BD105

ベーカリーケース ワイド バンブー ×1

組み合わせ例 合計￥485,000

EZ518 EZ-SERV 4.9L(1.3GL) 1連 ウォールナット ×5 ¥485,000

¥69,000

サイズを組み合わせ立体的かつ機能的に料理を盛り付け

朝食ブッフェからバンケットまでフレキシブルに食空間を演出

ヘキサゴン 組み合わせ例 合計￥403,000

タワーレベライザー 組み合わせ例 合計￥597,000

SM133 ヘキサゴン ベース S 黒 ×1 ¥34,000

SM159 タワーレベライザー シルバー 57CM×2 ¥304,000

SM134 ヘキサゴン ベース M 黒 ×1 ¥44,000

WP201 ウォールナット ロングスリム 85×20CM ×2 ¥88,000

SM135 ヘキサゴン ベース L 黒 ×1 ¥54,000

WP101 ウォールナット ロングワイド85×35CM ×1 ¥57,000

SM117 ヘキサゴン ベース M シルバー ×1 ¥74,000（取り寄せ）

WP301 ウォールナット スクエア35×35CM ×4 ¥148,000

SM118 ヘキサゴン ベース L シルバー ×1 ¥88,000（取り寄せ）
SG030 アクリル 黒 ヘキサゴン M ×2 ¥38,000
SG032 アクリル 黒 ヘキサゴン L ×2 ¥54,000
SA100 ヘキサゴン アイスバス S アクリル ×1 ¥17,000
● 価格は全て税抜き価格となります

WEB：www.cornes-trading.com

2018 NEW
ロゼット デザイン ブッフェソリューション
先進的なデザインとユーザビリティを重視した新ブッフェ提案

エレガントで美しいデザインのアイリスシリーズ

LD159 ¥30,000
アイリス スクエアライザーS シルバー
兼 ドリンクディスペンサー用ベース
18x18 H16 cm

LD157 ¥34,000
アイリス スクエアライザーL シルバー
22x22 H16 cm

SM259 ¥118,000
アイリス マルチシェフ チェーフィング
ベース 7インチ (1/1ホテルパンサイズ)
55x35 H19 cm

※ステンレスベースのみ
※ホテルパンをはめ込み可能
※写真のアクリルバスは別売り
ICBR19C ¥35,000

SM252 ¥28,000
アイリス ラウンドライザーS シルバー

SM253 ¥40,000
アイリス ラウンドライザーL シルバー

Φ20 H16 cm

Φ23 H25 cm

お問い合わせは

総輸入発売元 コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
TEL: 03-5730-1609
www.cornes-trading.com

ぜひショールームに
お越しください！(予約制)

2018 NEW
ロゼット デザイン ブッフェソリューション
先進的なデザインとユーザビリティを重視した新ブッフェ提案
エレガントで美しいデザインのアイリスシリーズ

① LD106 ¥64,000
ドリンクディスペンサー アクリル 3.8L
W19xD23 H43 cm (3.8L = 1Gal)

② LD159 ¥30,000
アイリス ドリンクディスペンサー用ベース
合計 ¥94,000

① LD111 ¥81,000
ドリンクディスペンサー アクリル 7.6L
W19xD24 H60 cm (7.6L = 2Gal)

② LD159 ¥30,000
アイリス ドリンクディスペンサー用ベース
③ LD158 ¥18,000
アイリス ドリップトレイ
11x11 H2.5 cm

合計 ¥129,000

ホテルパンにも対応したダイヤモンドマルチシェフ

SK047 ¥186,000
ダイヤモンド マルチシェフ黒 7インチ
(1/1ホテルパンサイズ)
※燃料用ホルダー3個付き
※ホテルパンをはめ込み可能
66x40 H19 cm

クラシックデザインでビンテージな演出を

お問い合わせは

SW107 ¥47,000
クラシックライザー 31cm

SW108 ¥90,000
クラシックライザー 49cm

15x15 H31 cm

17x17 H49 cm

SG040 ¥23,000
デザインメラミン 黒 スクエア
表面：柄有り、裏面：柄無し

SG037 ¥25,000
デザインメラミン 黒 ロング
表面：柄有り、裏面：柄無し

36x36 H2.8 cm

71x25 H2.8 cm

総輸入発売元 コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
TEL: 03-5730-1609
www.cornes-trading.com

ぜひショールームに
お越しください！(予約制)

