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8-501-10 Ｍ-27-98
  PP   パントレー
三角型40型 ブラウン
¥5,750 （40×40×1） 梱50

8-501-2    PP   シルバー スチールパンラック パントレー付 40型
 Ｍ-27-77 アイボリー  ¥11,300 （41×29×5） 梱20

 Ｍ-27-78 ブラウン  ¥11,300 （41×29×5） 梱20

 Ｍ-27-79 ブラック  ¥11,300 （41×29×5） 梱20

8-501-3    PP   黒 スチールパンラック パントレー付 40型
 Ｍ-27-80 アイボリー  ¥14,100 （41×29×5） 梱20

 Ｍ-27-81 ブラウン  ¥14,100 （41×29×5） 梱20

 Ｍ-27-82 ブラック  ¥14,100 （41×29×5） 梱20

8-501-4    PP   金色 スチールパンラック パントレー付 60型
 Ｍ-27-83 アイボリー  ¥20,300 （60×40×5） 梱20

 Ｍ-27-84 ブラウン  ¥20,300 （60×40×5） 梱20

 Ｍ-27-85 ブラック  ¥20,300 （60×40×5） 梱20

8-501-5    PP   シルバー スチールパンラック パントレー付 60型
 Ｍ-27-86 アイボリー  ¥14,800 （60×40×5） 梱20

 Ｍ-27-87 ブラウン  ¥14,800 （60×40×5） 梱20

 Ｍ-27-88 ブラック  ¥14,800 （60×40×5） 梱20

8-501-6    PP   黒 スチールパンラック パントレー付 60型
 Ｍ-27-89 アイボリー  ¥20,100 （60×40×5） 梱20

 Ｍ-27-90 ブラウン  ¥20,100 （60×40×5） 梱20

 Ｍ-27-91 ブラック  ¥20,100 （60×40×5） 梱20

8-501-7     PP   パントレー
  丸型 アイボリー
 Ｍ-27-92 33型 ¥4,600
  （33φ×1）梱50

 Ｍ-27-93 40型 ¥5,750
  （40φ×1）梱50

8-501-1    PP   金色 スチールパンラック パントレー付 40型
 Ｍ-27-74 アイボリー  ¥16,400 （41×29×5） 梱20

 Ｍ-27-75 ブラウン  ¥16,400 （41×29×5） 梱20

 Ｍ-27-76 ブラック  ¥16,400 （41×29×5） 梱20

8-501-8    PP   パントレー
  丸型 ブラウン
 Ｍ-27-94 33型 ¥4,600
  （33φ×1）梱50

 Ｍ-27-95 40型 ¥5,750
  （40φ×1）梱50

8-501-9    PP   パントレー
  丸型 ブラック
 Ｍ-27-96 33型 ¥4,600
  （33φ×1）梱50

 Ｍ-27-97 40型 ¥5,750
  （40φ×1）梱50

8-501-11    PP   丸型積み重ねスタンド
  アイボリー
 Ｍ-27-99 Ｓ ¥35,400
  （44×44×15.8）梱10

 Ｍ-28-1 Ｌ ¥46,300
  （44×44×24.8）梱10

8-501-12    PP   丸型積み重ねスタンド
  ブラウン
 Ｍ-28-2 Ｓ ¥35,400
  （44×44×15.8）梱10

 Ｍ-28-3 Ｌ ¥46,300
  （44×44×24.8）梱10

8-501-13    PP   丸型積み重ねスタンド
  ブラック
 Ｍ-28-4 Ｓ ¥35,400
  （44×44×15.8）梱10

 Ｍ-28-5 Ｌ ¥46,300
  （44×44×24.8）梱10

8-501-14    PP   丸型テーブルスタンド 40型 
 Ｍ-28-6 アイボリー  ¥21,600 （42φ×20）梱10

 Ｍ-28-7 ブラウン  ¥21,600 （42φ×20）梱10

 Ｍ-28-8 ブラック  ¥21,600 （42φ×20）梱10

8-502-3    PP   小判型テーブルスタンド ６０型
 Ｍ-28-13 アイボリー  ¥29,200 （62×32×20） 梱5

 Ｍ-28-14 ブラウン  ¥29,200 （62×32×20） 梱5

8-502-4    PP   金色 スチールパンラック
  小判型４０型   
 Ｍ-28-15 アイボリー ¥21,000
  （44×34×44）梱5

 Ｍ-28-16 ブラウン   ¥21,000
  （44×34×44）梱5

8-502-5    PP   黒スチールパンラック
  小判型 ４０型
 Ｍ-28-17 アイボリー ¥21,000
  （44×34×44）梱5

 Ｍ-28-18 ブラウン   ¥21,000
  （44×34×44）梱5

8-502-6    PP   シルバー スチールパンラック 
  ６０型 
 Ｍ-28-19 アイボリー ¥24,900
  （65.5×34×9.5）梱5

 Ｍ-28-20 ブラウン    ¥24,900 
  （65.5×34×9.5）梱5

8-502-7    PP   スチール枠付パントレー
  金色 ４０型  
 Ｍ-28-21 ¥25,200 （40×30×40）梱5

8-502-8     PP   スチール枠付パントレー
  シルバー ６０型
 Ｍ-28-22 ¥28,900 （60×40×40）梱5

8-502-12    PP   丸型 バケットスタンド
  アイボリー 
 Ｍ-28-26 （Ｓ） ¥36,700
  （35.5φ×30）梱4

 Ｍ-28-27 （Ｌ） ¥38,800
  （35.5φ×40）梱4

8-502-1    PP   角型積み重ねスタンド アイボリー 
 Ｍ-28-9 （Ｓ）  ¥39,500 （41.5×34.5×15.8） 梱5

 Ｍ-28-10 （Ｌ）  ¥45,800 （41.5×34.5×24.8） 梱5

8-502-13    PP   角型バケットスタンド
  ブラウン
 Ｍ-28-28 （Ｓ） ¥36,700
  （30.5×35.5×30H）梱4

 Ｍ-28-29 （Ｌ） ¥38,800
  （30.5×35.5×40H）梱4

8-502-2    PP   角型積み重ねスタンド ブラウン 
 Ｍ-28-11 （Ｓ）  ¥39,500 （41.5×34.5×15.8） 梱5

 Ｍ-28-12 （Ｌ）  ¥45,800 （41.5×34.5×24.8） 梱5

8-502-14    PP   丸型ベーカリーバスケット ３７型スタンド
  Ｃタイプ （Ｓ） 
 Ｍ-28-30 アイボリー  ¥22,000 （39×41.5×18H） 梱5

 Ｍ-28-31 ブラウン  ¥22,000 （39×41.5×18H） 梱5

 Ｍ-28-32 ブラック  ¥22,000 （39×41.5×18H） 梱5

8-502-15    PP   丸型ベーカリーバスケット ３７型スタンド
  Ｄタイプ （Ｓ） 
 Ｍ-28-33 アイボリー  ¥22,000 （37.5φ×18） 梱5

 Ｍ-28-34 ブラウン  ¥22,000 （37.5φ×18） 梱5

 Ｍ-28-35 ブラック  ¥22,000 （37.5φ×18） 梱5

8-502-16    PP   丸型ベーカリーバスケット ３７型スタンド
  Ｅタイプ （Ｌ）
 Ｍ-28-36 アイボリー  ¥24,800 （37.5φ×25） 梱5

 Ｍ-28-37 ブラウン  ¥24,800 （37.5φ×25） 梱5

 Ｍ-28-38 ブラック  ¥24,800 （37.5φ×25） 梱5

8-502-9 Ｍ-28-23
  PP   丸型
バケットスタンド
¥18,700 

（35φ×20×35） 梱4

8-502-10 Ｍ-28-24
  PP   角型
バケットスタンド
¥18,700
 （30×35×38H） 梱4

8-502-11 Ｍ-28-25
  ステンレス   ステンレス 
ブレッドスタンド
¥25,700
 （12φ×15.3） 梱2
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