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耐熱 サービスノンスリップトレー

8-10-1    TA   サービス丸トレー ブラウン   ノンスリップ加工   
 B-28-30 36φ  ¥2,600 （36φ×2.4） 梱40

 B-28-29 41φ  ¥3,200 （41φ×2.4） 梱30

8-10-2    TA   サービス丸トレー ブラック   ノンスリップ加工   
 B-28-43 36φ  ¥2,600 （36φ×2.4） 梱40

 B-28-42 41φ  ¥3,200 （41φ×2.4） 梱30

8-10-5    TA   サービス隅丸トレー ブラウン   ノンスリップ加工   
 B-28-23 34cm  ¥2,500 （34.3×26.4×2.2） 梱50

 B-28-24 41cm  ¥3,000 （40.7×29.8×2.3） 梱40

 B-28-25 45cm  ¥3,500 （44.8×34.8×2.4） 梱30

 B-28-26  46cm  ¥3,700 （45.8×35.5×2.2） 梱30

 B-28-27 52cm  ¥5,300 （52.4×39.4×2.4） 梱20

 B-28-28 57cm  ¥6,700 （57×44.8×2.8）    梱20

8-10-3    TA   サービス長角トレー ブラウン   ノンスリップ加工   
 B-28-31 34cm  ¥2,900 （34.3×26.8×1.6） 梱50

 B-28-32 38cm  ¥3,300 （37.8×29.3×1.6） 梱40

 B-28-33 40cm  ¥3,600 （39.8×30.8×1.7） 梱40

 B-28-34 42cm  ¥4,100 （41.6×32.2×1.8） 梱40

 B-28-35 44cm  ¥4,500 （44×34.2×1.8）    梱30

8-10-4    TA   サービス長角トレー ブラック   ノンスリップ加工   
 B-28-44 34cm ¥2,900  （34.3×26.8×1.6）  梱50

 B-28-45 38cm ¥3,300  （37.8×29.3×1.6）  梱40

 B-28-46 40cm ¥3,600  （39.8×30.8×1.7）  梱40

 B-28-47 42cm ¥4,100  （41.6×32.2×1.8）   梱40

 B-28-48 44cm ¥4,500  （44×34.2×1.8）     梱30

8-10-6    TA   サービス隅丸トレー ブラック   ノンスリップ加工   
 B-28-36 36cm  ¥2,500 （34.3×26.4×2.2） 梱50

 B-28-37  41cm  ¥3,000 （40.7×29.8×2.3） 梱40

 B-28-38 45cm  ¥3,500 （44.8×34.8×2.4） 梱30

 B-28-39 46cm  ¥3,700 （45.8×35.5×2.2） 梱30

 B-28-40 52cm  ¥5,300 （52.4×39.4×2.4） 梱20

 B-28-41 57cm  ¥6,700 （57×44.8×2.8）    梱20

特殊一体成型品で耐衝撃性抜群です。
ノンスリップもべとつかずとても役立つお盆です。

＊この頁の商品は掛率が異なりますのでご注意下さい。
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8-9-1    A   おもてなし角盆 黒石目   ノンスリップ加工   
 B-29-46 尺0寸  ¥2,100 （30×30×2.3） 梱50

 B-29-47 尺1寸  ¥2,500 （33×33×2.3） 梱40

 B-29-48 尺2寸  ¥2,800 （36×36×2.3） 梱40

8-9-2    A   おもてなし角盆 朱石目   ノンスリップ加工   
 B-29-49 尺0寸  ¥2,100 （30×30×2.3） 梱50

 B-29-50 尺1寸  ¥2,500 （33×33×2.3） 梱40

 B-29-51 尺2寸  ¥2,800 （36×36×2.3） 梱40

8-9-3    A   おもてなし角盆 溜
 B-29-52 尺0寸  ¥2,150 （30×30×2.3） 梱50

 B-29-53 尺1寸  ¥2,550 （33×33×2.3） 梱40

 B-29-54 尺2寸  ¥2,850 （36×36×2.3） 梱40

8-9-4    A   おもてなし角盆 ワサビ雲流天銀
 B-29-55 尺0寸  ¥2,800 （30×30×2.3） 梱50

 B-29-56 尺1寸  ¥3,000 （33×33×2.3） 梱40

 B-29-57 尺2寸  ¥3,400 （36×36×2.3） 梱40

8-9-5    A   おもてなし角盆 赤茶刷毛目   ノンスリップ加工   
 B-29-58 尺0寸  ¥2,950 （30×30×2.3） 梱50

 B-29-59 尺1寸  ¥3,250 （33×33×2.3） 梱40

 B-29-60 尺2寸  ¥3,650 （36×36×2.3） 梱40

8-9-6    A   おもてなし角盆 黒檀   ノンスリップ加工   
 B-29-61 尺0寸  ¥2,950 （30×30×2.3） 梱50

 B-29-62 尺1寸  ¥3,250 （33×33×2.3） 梱40

 B-29-63 尺2寸  ¥3,650 （36×36×2.3） 梱40
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