
503 504［食器洗浄機対応］樹脂バスケット・PPアイテム樹脂バスケット・PPアイテム［食器洗浄機対応］

ビ
ュ
ッ
フ
ェ

ビ
ュ
ッ
フ
ェ 8-503-3 			PP			角型バスケット	ブラック

	Ｍ-28-54	 15型		¥1,350 （15×11×5）	 梱60
	Ｍ-28-55	 18型		¥1,540 （18×13×5.5）	梱60
	Ｍ-28-56	 21型		¥1,750 （21×15×6）	 梱50
	Ｍ-28-57	 24型		¥1,950 （24×17×7）	 梱40
	Ｍ-28-58	 27型		¥2,700 （27×19×7）	 梱40
	Ｍ-28-59	 30型		¥3,350 （30×21×8.5）	梱40
	Ｍ-28-60	 33型		¥4,250 （33×23×8.5）	梱30
	Ｍ-28-61	 36型		¥4,600 （36×25×8.5）	梱30

8-503-1 			PP			角型バスケット	アイボリー
	Ｍ-30-19	 15型		¥1,350 （15×11×5）	 梱60
	Ｍ-28-39	 18型		¥1,540 （18×13×5.5）	梱60
	Ｍ-28-40	 21型		¥1,750 （21×15×6）	 梱50
	Ｍ-28-41	 24型		¥1,950 （24×17×7）	 梱40
	Ｍ-28-42	 27型		¥2,700 （27×19×7）	 梱40
	Ｍ-28-43	 30型		¥3,350 （30×21×8.5）	梱40
	Ｍ-28-44	 33型		¥4,250 （33×23×8.5）	梱30
	Ｍ-28-45	 36型		¥4,600 （36×25×8.5）	梱30

8-503-4 			PP			丸型バスケット	アイボリー
	Ｍ-28-62	 15型		¥1,350 （15φ×6）	 梱60
	Ｍ-28-63	 18型		¥1,540 （18φ×7）	 梱60
	Ｍ-28-64	 21型		¥1,750 （21φ×8）	 梱50
	Ｍ-28-65	 24型		¥1,950 （24φ×10）	梱40
	Ｍ-28-66	 27型		¥2,600 （27φ×10）	梱40
	Ｍ-28-67	 30型		¥3,700 （30φ×11）	梱30

8-503-2 			PP			角型バスケット	ブラウン
	Ｍ-28-46	 15型		¥1,350 （15×11×5）	 梱60
	Ｍ-28-47	 18型		¥1,540 （18×13×5.5）	梱60
	Ｍ-28-48	 21型		¥1,750 （21×15×6）	 梱50
	Ｍ-28-49	 24型		¥1,950 （24×17×7）	 梱40
	Ｍ-28-50	 27型		¥2,700 （27×19×7）	 梱40
	Ｍ-28-51	 30型		¥3,350 （30×21×8.5）	梱40
	Ｍ-28-52	 33型		¥4,250 （33×23×8.5）	梱30
	Ｍ-28-53	 36型		¥4,600 （36×25×8.5）	梱30

8-503-5 			PP			丸型バスケット	ブラウン
	Ｍ-28-68	 15型		¥1,350 （15φ×6）	 梱60
	Ｍ-28-69	 18型		¥1,540 （18φ×7）	 梱60
	Ｍ-28-70	 21型		¥1,750 （21φ×8）	 梱50
	Ｍ-28-71	 24型		¥1,950 （24φ×10）	梱40
	Ｍ-28-72	 27型		¥2,600 （27φ×10）	梱40
	Ｍ-28-73	 30型		¥3,700 （30φ×11）	梱30

8-503-6 			PP			丸型バスケット	ブラック
	Ｍ-28-74	 15型		¥1,350 （15φ×6）	 梱60
	Ｍ-28-75	 18型		¥1,540 （18φ×7）	 梱60
	Ｍ-28-76	 21型		¥1,750 （21φ×8）	 梱50
	Ｍ-28-77	 24型		¥1,950 （24φ×10）	梱40
	Ｍ-28-78	 27型		¥2,600 （27φ×10）	梱40
	Ｍ-28-79	 30型		¥3,700 （30φ×11）	梱30

8-503-8 			PP			小判型バスケット	ブラウン
	Ｍ-28-86	 15型		¥1,350 （15×11×5.5）	梱60
	Ｍ-28-87	 18型		¥1,540 （18×12.5×6）	梱60
	Ｍ-28-88	 21型		¥1,750 （21×15.5×7）	梱50
	Ｍ-28-89	 24型		¥1,950 （24×17×7.5）	梱40
	Ｍ-28-90	 27型		¥2,600 （27×20.5×9）	梱40
	Ｍ-28-91	 30型		¥3,200 （30×22×9.5）	梱30

8-503-9 			PP			小判型バスケット	ブラック
	Ｍ-28-92	 15型		¥1,350 （15×11×5.5）	梱60
	Ｍ-28-93	 18型		¥1,540 （18×12.5×6）	梱60
	Ｍ-28-94	 21型		¥1,750 （21×15.5×7）	梱50
	Ｍ-28-95	 24型		¥1,950 （24×17×7.5）	梱40
	Ｍ-28-96	 27型		¥2,600 （27×20.5×9）	梱40
	Ｍ-28-97	 30型		¥3,200 （30×22×9.5）	梱30

8-503-7 			PP			小判型バスケット	アイボリー
	Ｍ-28-80	 15型		¥1,350 （15×11×5.5）	梱60
	Ｍ-28-81	 18型		¥1,540 （18×12.5×6）	梱60
	Ｍ-28-82	 21型		¥1,750 （21×15.5×7）	梱50
	Ｍ-28-83	 24型		¥1,950 （24×17×7.5）	梱40
	Ｍ-28-84	 27型		¥2,600 （27×20.5×9）	梱40
	Ｍ-28-85	 30型		¥3,200 （30×22×9.5）	梱30

8-504-2 			PP			舟形バスケット	ブラウン
	 Ｍ-29-2	 20型		¥1,600 （20×13×7）	 梱60
	 Ｍ-29-3	 25型		¥2,000 （25×16×9）	 梱50
	 Ｍ-29-4	 30型		¥3,350 （30×20×10）	梱40

8-504-9 				PP			角型フードバスケット	ブラウン
	　Ｍ-29-20	60型A	¥11,500 （60×45×10）	梱10
	　Ｍ-29-21	45型A	 ¥7,350 （45×30×10）	梱20
	　Ｍ-29-22	40型		 ¥7,200 （40×30×10）	梱20
	　Ｍ-29-23	30型正角		¥5,900 （30×30×8）	 梱30
	　Ｍ-29-24	30型		 ¥5,300 （30×23×8）	 梱40
	　Ｍ-29-25	60型B	¥13,000 （60×45×12）	梱10
	　Ｍ-29-26	45型B	 ¥7,700 （45×30×12）	梱20
	　Ｍ-29-27	60型C	¥12,700 （60×40×12）	梱10

8-504-3 			PP			舟形バスケット	ブラック
	 Ｍ-29-5	 20型		¥1,650 （20×13×7）	 梱60
	 Ｍ-29-6	 25型		¥2,000 （25×16×9）	 梱50
	 Ｍ-29-7	 30型		¥3,350 （30×20×10）	梱40

8-504-4 			PP			カトラリーバスケット	アイボリー
	 Ｍ-29-8	 小（2人用）		¥1,750 （28×10×5.5）	 梱50
	 Ｍ-29-9	 大（4人用）		¥1,850 （28×11.5×5.5）	梱50
8-504-5 			PP			カトラリーバスケット	ブラウン
	Ｍ-29-10	 小（2人用）		¥1,750 （28×10×5.5）	 梱50
	Ｍ-29-11	 大（4人用）		¥1,850 （28×11.5×5.5）	梱50
8-504-6 			PP			カトラリーバスケット	ブラック
	Ｍ-29-12	 小（2人用）		¥1,750 （28×10×5.5）	 梱50
	Ｍ-29-13	 大（4人用）		¥1,850 （28×11.5×5.5）	梱50

8-504-8 			PP			カトラリーバスケット	小判型			
	Ｍ-29-17	 アイボリー		¥1,850 （26×11×5.5）	梱50
	Ｍ-29-18	 ブラウン		 ¥1,850 （26×11×5.5）	梱50
	Ｍ-29-19	 ブラック		 ¥1,850 （26×11×5.5）	梱50

8-504-1 			PP			舟形バスケット	アイボリー
	Ｍ-28-98	 20型		¥1,650 （20×13×7）	 梱60
	Ｍ-28-99	 25型		¥2,000 （25×16×9）	 梱50
	 Ｍ-29-1	 30型		¥3,350 （30×20×10）	梱40

角型バスケット 舟形バスケット 

カトラリーバスケット カトラリーバスケット 

角型フードバスケット 小判型フードバスケット 

カトラリーガード 

丸型バスケット 

小判型バスケット 

8-504-7 			ステンレス			18-8箸・カトラリーガード	
　Ｍ-29-14		18-8箸・カトラリーガード	カトラリーバスケット	小（2人用）用
	 		 ¥1,950（11×7.5×4.5）梱80
　Ｍ-29-15		18-8箸・カトラリーガード	カトラリーバスケット	大（4人用）用
		 	 ¥2,250（11×9×4.5）			梱80
　Ｍ-29-16		18-8箸・カトラリーガード	角型バスケット	27型用	
	 		 ¥3,000（16×12×5.5）	梱60
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8-504-10 	 		PP			角型フードバスケット	ブラック
	　Ｍ-29-28	60型A	¥11,500 （60×45×10）	梱10
	　Ｍ-29-29	45型A	 ¥7,350 （45×30×10）	梱20
	　Ｍ-29-30	40型		 ¥7,200 （40×30×10）	梱20
	　Ｍ-29-31	30型正角		¥5,900 （30×30×8）	 梱30
	　Ｍ-29-32	30型		 ¥5,300 （30×23×8）	 梱40
	　Ｍ-29-33	60型B	¥13,000 （60×45×12）	梱10
	　Ｍ-29-34	45型B	 ¥7,700 （45×30×12）	梱20
	　Ｍ-29-35	60型C	¥12,700 （60×40×12）	梱10

⑯

⑫

⑰

⑬

⑱

⑭

⑲

⑮

㉖

㉗
㉔

㉕

8-504-12 	 		PP			小判型フードバスケット	ブラック
	　Ｍ-29-40	60型A	 ¥10,800 （60×45×10）	梱10
	　Ｍ-29-41	40型A	 ¥6,000 （40×30×10）	梱20
	　Ｍ-29-42	60型B	 ¥11,900 （60×45×15）	梱10
	　Ｍ-29-43	40型B	 ¥6,500 （40×30×13）	梱20
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8-504-11 	 		PP			小判型フードバスケット	ブラウン
	　Ｍ-29-36	60型A	¥10,800 （60×45×10）	梱10
	　Ｍ-29-37	40型A	 ¥6,000 （40×30×10）	梱20
	　Ｍ-29-38	60型B	¥11,900 （60×45×15）	梱10
	　Ｍ-29-39	40型B	 ¥6,500 （40×30×13）	梱20
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ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/

ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/




