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耐熱フュージョンボール PAT.P  ［食器洗浄機・消毒保管庫対応］
フュージョンボール

※青字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

8-862-3 W-15-68  
  M   フュージョンボール
匠 青磁 
¥1,600 （18.3φ×10.4　850cc） 梱60

8-862-4 W-15-69  
  M   フュージョンストライプボール
匠 青磁 
¥1,650 （18.3φ×10.4　850cc） 梱60

8-862-1    M   フュージョンボール
  青磁
 W-15-62 小 ¥1,400 （16.9φ×8.8　900cc） 梱60

 W-15-63 中 ¥1,500 （18.4φ×9.4　1000cc） 梱60

 W-15-64 大 ¥1,600 （19φ×9.8　1100cc） 梱60

8-862-2    M   フュージョンストライプボール
  青磁
 W-15-65 小 ¥1,450 （16.9φ×8.8　900cc） 梱60

 W-15-66 中 ¥1,550 （18.4φ×9.4　1000cc） 梱60

 W-15-67 大 ¥1,650 （19φ×9.8　1100cc） 梱60

8-862-5    M   フュージョンボール
  黒内朱
 W-15-70 小 ¥2,000 （16.9φ×8.8　900cc） 梱60

 W-15-71 中 ¥2,100 （18.4φ×9.4　1000cc） 梱60

 W-15-72 大 ¥2,200 （19φ×9.8　1100cc） 梱60

8-862-6    M   フュージョンストライプボール
  黒内朱
 W-15-73 小 ¥2,050 （16.9φ×8.8　900cc） 梱60

 W-15-74 中 ¥2,150 （18.4φ×9.4　1000cc） 梱60

 W-15-75 大 ¥2,250 （19φ×9.8　1100cc） 梱60

8-862-7    M   フュージョンボール
  萌黄内黒
 W-15-76 小 ¥2,000 （16.9φ×8.8　900cc） 梱60

 W-15-77 中 ¥2,100 （18.4φ×9.4　1000cc） 梱60

 W-15-78 大 ¥2,200 （19φ×9.8　1100cc） 梱60

8-862-8    M   フュージョンストライプボール
  萌黄内黒
 W-15-79 小 ¥2,050 （16.9φ×8.8　900cc） 梱60

 W-15-80 中 ¥2,150 （18.4φ×9.4　1000cc） 梱60

 W-15-81 大 ¥2,250 （19φ×9.8　1100cc） 梱60

8-862-15 S-10-42  
  TA   耐熱ニュー千筋角ザルセイロ 栃
¥3,100 （20.8×19.3×5.4） 梱60

8-862-9 S-10-44  
  TA   耐熱ニュー千筋角ザルセイロ     
黒天朱
¥2,250 （20.8×19.3×5.4） 梱60 8-862-11 S-10-41  

  TA   耐熱ニュー千筋角ザルセイロ 溜
¥2,350 （20.8×19.3×5.4） 梱60

8-862-13 1-539-10  
  A  貴船一口セイロ 黒内朱（底板付）
¥1,350 （14.4×13×5.2） 梱80

8-862-14 S-10-43  
P.PP.P渕付クリーム竹ス 11.5ｃｍ角
¥380 （11.5×11.5） 

8-862-10 1-532-1A  
  竹  竹ス（17×17ｃｍ）1枚
¥380 （17×17） 8-862-12 S-10-47  

P.PP.P渕付クリーム竹ス 17㎝角
¥390 （17×17） 

PAT.Pフチが太くてこわれにくい！！

手が入りやすい形状

角ザルセイロ・一口セイロ・盛込鉢PAT.P
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耐熱フュージョンボール PAT.P  ［食器洗浄機・消毒保管庫対応］
丼としても、
ボールとしても使える
シャープなフォルム。

フュージョンボール ホワイトのアイテムは、汚れ防止コーティングを施す事ができます。

スタッキング性抜群！

商品後日

8-861-3 W-13-93  
  M   フュージョンボール
匠 ホワイト 
¥1,600 （18.3φ×10.4　850cc） 梱60

8-861-7 W-13-97  
  M   フュージョンボール匠 
ブラック 
¥1,600 （18.3φ×10.4　850cc） 梱60

※この頁の青字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

8-861-15 W-15-36  
  M   フュージョンボール
匠 粉引 
¥1,600 （18.3φ×10.4　850cc） 梱60

8-861-11 W-14-2  
  M   フュージョンボール
匠 レッド 
¥1,600 （18.3φ×10.4　850cc） 梱60

8-861-8 W-13-98  
  M   フュージョンストライプボール
匠 ブラック 
¥1,650 （18.3φ×10.4　850cc） 梱60

8-861-12 W-14-3  
  M   フュージョンストライプボール
匠 レッド 
¥1,650 （18.3φ×10.4　850cc） 梱60

8-861-16 W-15-37  
  M   フュージョンストライプボール
匠 粉引 
¥1,650 （18.3φ×10.4　850cc） 梱60

8-861-4 W-13-94  
  M   フュージョンストライプボール
匠 ホワイト
¥1,650 （18.3φ×10.4　850cc） 梱60

8-861-1    M   フュージョンボール
  ホワイト
 W-15-18 小 ¥1,400 （16.9φ×8.8　900㏄）  梱60

 W-13-91 中 ¥1,500 （18.4φ×9.4 1000㏄）  梱60

 W-15-19 大 ¥1,600 （19φ×9.8　1100㏄）  梱60

8-861-2    M   フュージョンストライプボール
  ホワイト
 W-15-20 小 ¥1,450 （16.9φ×8.8　900㏄）  梱60

 W-13-92 中 ¥1,550 （18.4φ×9.4　1000㏄）  梱60

 W-15-21 大 ¥1,650 （19φ×9.8　1100㏄）  梱60

8-861-5    M   フュージョンボール
  ブラック
 W-15-22 小 ¥1,400 （16.9φ×8.8　900㏄）  梱60

 W-13-95 中 ¥1,500 （18.4φ×9.4　1000㏄）  梱60

 W-15-23 大 ¥1,600 （19φ×9.8　1100㏄）  梱60

8-861-6    M   フュージョンストライプボール
  ブラック
 W-15-24 小 ¥1,450 （16.9φ×8.8　900cc）  梱60

 W-13-96 中 ¥1,550 （18.4φ×9.4　1000cc）  梱60

 W-15-25 大 ¥1,650 （19φ×9.8　1100cc）  梱60

8-861-9    M   フュージョンボール
  レッド
 W-15-26 小 ¥1,400 （16.9φ×8.8　900cc）  梱60

 W-13-99 中 ¥1,500 （18.4φ×9.4　1000cc）  梱60

 W-15-27 大 ¥1,600 （19φ×9.8　1100cc）  梱60

8-861-10    M   フュージョンストライプボール
  レッド
 W-15-28 小 ¥1,450 （16.9φ×8.8　900cc）  梱60

 W-14-1 中 ¥1,550 （18.4φ×9.4　1000cc）  梱60

 W-15-29 大 ¥1,650 （19φ×9.8　1100cc）  梱60

8-861-14    M   フュージョンストライプボール
  粉引
 W-15-33 小 ¥1,450 （16.9φ×8.8　900cc）  梱60

 W-15-34 中 ¥1,550 （18.4φ×9.4　1000cc）  梱60

 W-15-35 大 ¥1,650 （19φ×9.8　1100cc）  梱60

8-861-13    M   フュージョンボール
  粉引
 W-15-30 小 ¥1,400 （16.9φ×8.8　900cc）  梱60

 W-15-31 中 ¥1,500 （18.4φ×9.4　1000cc） 梱60

 W-15-32 大 ¥1,600 （19φ×9.8　1100cc） 梱60

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