
イングリディエントビン（卓上タイプ）

ホワイト

イングリディエントビン

ホワイト

特　長　FEATURES

● 食材の収納・保管に最適。堅牢で衛生的な設計です。フックで生産性と安全性がさらに向上。
●  本体を積み重ねたり収納した状態でも、片手でフタを上下に開閉でき、食材が取り出せ

る、画期的な上下双方開閉システム（特許申請中）を採用。
●  付属のスクープは本体内側のフックに収納。食材が取っ手に触れることなく素早く取り出

せ、安全性と作業性がアップしました。
●  本体はポリプロピレン製。継ぎ目のないラウンドフォルム中空一体成形で、丈夫で洗浄し

やすいデザイン。フタはポリカーボネイト製。
● FDA指定素材を使用。
● 米国・ラバーメイド社製。

積重ねても、棚の上や調理台の下に収納しても食材の取り出
しができる、特許申請中のセーフティストレージビン用フタ

ダウン クローズ アップ

イングリディエントビン（卓上タイプ）
品番 外寸（W×D×Hmm） カラー 容量 梱包数 梱包重量 価格

RM9G6000WT 298×381×216 ホワイト 9.9L 1 1.5kg ¥19,000
RM9G5700WT 292×597×427 ホワイト 23.7L 1 6.01kg ¥42,000
RM9G5800WT 486×597×427 ホワイト 47.3L 1 8.39kg ¥58,000
◎材質／ 本体：ポリプロピレン　フタ：ポリカーボネイト
● 専用スクープ、セーフティスクープが付属しています。

イングリディエントビンがピッタリと収納でき作業性に優れた、専用シェルフセットです。
イングリディエントビン用樹脂製カート 
品番 外寸（W×D×Hmm） 価格

MQ1830G633PX 756×460×1721 ¥97,000
MQ1842G633PX 1061×460×1721 ¥104,500
MQ1848G633PX 1212×460×1721 ¥106,000
◎材質／ シェルフ：マット部・抗菌加工ポリプロピレン　フレーム部・エポキシコーティング加工スチール　ポール：ス

チール　キャスター：φ125ウレタン車（対角ストッパー付き）
● 最大外寸（バンパー含む）は間口・奥行とも58mmプラス。

イングリディエントビン用エレクターカート 
品番 外寸（W×D×Hmm） 価格

ERMS7639TPE 758×460×1500 ¥53,100
ERMS0739TPE 1062×460×1500 ¥58,000
ERMS2239TPE 1212×460×1500 ¥69,300
◎材質／ シェルフ：スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）　ポール：SUS304

（18-8）ステンレス　キャスター：φ100エラストマー車（対角ストッパー付き）
● 最大外寸（バンパー含む）は間口・奥行とも64mmプラス。

RM9G5700WT
（セーフティスクープ
RM9G51CL付き）

RM9G6000WT
（専用スクープ付き）

RM9G5800WT
（セーフティスクープ
RM9G51CL付き）

MQ1848G633PX

品番 外寸（W×D×Hmm） カラー 容量 梱包数 梱包重量 価格

RM360088WT 751×333×736 ホワイト 79L 1 13.5kg ¥94,000
RM360288WT 764×394×736 ホワイト 98L 1 14.5kg ¥98,000
RM360388WT 764×463×736 ホワイト 117L 1 15.8kg ¥100,000
◎材質／ 本体：ポリプロピレン　フタ：ポリカーボネイト　● 専用スクープが付属しています。

RM360388WT
（専用スクープ付き）

RM360088WT
（専用スクープ付き）

RM360288WT
（専用スクープ付き）

フタはスライド式。
中身の取り出しや
すい設計で、専用
スクープをフタに
収納できます。

ERMS7639TPE

※写真はイメージです。
調理テーブルやカウンターの下に配置すれば、
そのままの状態で食材の出し入れが可能です。

フードサービス用品
FOOD SERVICE EQUIPMENT

厨房の衛生管理、 
作業性の向上をサポートする、 
フードサービス関連製品。
おいしい料理を作るには、優れた調理器具を
選ぶことも大切なポイント。使い勝手がよく衛生的で
耐久性に優れ、作業をクリエイティブにサポートする
製品を揃えました。
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● 製品には送料は含まれておりません。　● 業務用につき、表示価格は全て本体価格（消費税別）となっております。
● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。



フードサービス用品
FOOD SERVICE EQUIPMENT

バウンサーメジャーカップ

エコノミーピッチャー

クリア

ブルー

耐衝撃性に優れ、壊れにくい計量カップ。
● 丈夫な透明ポリカーボネイト製。
● 耐寒・耐熱温度-40～100℃。計量する内容物の温度を選びません。
● 消えにくい赤色目盛り付き。
● USDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品。
● 米国・ラバーメイド社製。

店内でも厨房でも大活躍。シンプルで機能的なデザイン。
● 丈夫なポリエチレン製。コストパフォーマンスに優れ、飽きのこないシンプルなデザイン。
● ぴったりフィットのフタは、開、閉、半開の3ポジション。
● さまざまな用途：ジュース、アイスティー、水入れに。厨房では注ぎ道具や保存容器として。
● 米国・ラバーメイド社製。

品番 カラー 外寸（φ×Hmm) 容量 梱包数 梱包重量 価格

RM3216CL クリア 127×150 0.9L 6 1.5kg ¥3,500
RM3217CL クリア 156×187 1.9L 6 2.0kg ¥4,600
RM3218CL クリア 191×241 3.8L 6 4.5kg ¥5,200
◎材質／ポリカーボネイト
● 食品用ラップは使用しないでください。　
● 電子レンジでは解凍以外の使用はできません。　
※計量メモリの印字色はロットにより異なります。

品番 カラー 外寸（φ×Hmm) 容量 梱包数 梱包重量 価格

RM3062PRBL ブルー 135×245 2.1L 6 1.9kg ¥2,800
◎材質／ 本体：ポリプロピレン 

フタ：ポリエチレン

品番 カラー 外寸（W×D×Hmm） 耐荷重 価格

HP2230PDMB ライトブルー 760×559×305 683kg ¥72,000
HP2236PDMB ライトブルー 910×559×305 683kg ¥76,000
HP2248PDMB ライトブルー 1220×559×305 1,365kg ¥82,000
HP2260PDMB ライトブルー 1520×559×305 1,365kg ¥92,000
◎材質／ポリエチレン
● 水や油が付着した状態で使用すると滑りやすくなることがありますのでご注意ください。

RM3216CL RM3217CL

RM3218CL

衛生管理が要求される現場での食材保管に最適。
●  保管物を水跳ね等から防ぐため、床面から305mmの高さ

があります。
● 樹脂の一体成形で頑丈。耐荷重、安定性にも優れます。
●  水洗い可能。製造工程でマイクロバン抗菌加工を施してい

るので、いつまでも衛生的にお使いいただけます。
● 米国・インターメトロ社製。

ライトブルー

※付属のパーツにより
　連結ができます。

HP2236PDMB

ダンネージラック

バスボックス
耐久性と機能性を重視、メンテナンスも容易。
●  耐久性に優れたポリエチレン製。強化ハンドル、強化底、リブ状構造を採用

した丈夫なつくりです。
● 角に丸みを持たせたため汚れが落ちやすい設計。自動洗浄機使用可。
● スタッキングが可能なため、未使用時もコンパクトに収納できます。
●  ユーティリティーカートシリーズとの組み合わせにより、回収作業の効率を

さらにアップ。
● 米国・ラバーメイド社製。

グレイ ブラウン

カラー／品番
外寸（W×D×Hmm） 容量 梱包数 梱包重量 価格

グレイ ブラウン

RM3349GY — 522×383×129 17.5L 12 9.3kg ¥3,400
RM3351GY RM3351BN 538×432×176 28.9L 6 8.0kg ¥5,200
◎材質／ポリエチレン

RM3349GY

RM3351BN

RM3351GY

フードサービス
向け製品

フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス

業界向
製　品

ケータリング
ボックス＆バッグ

フードボックス

フードパン
ホテルパン

ガストロノーム
パン

フードサービス
用品

FOOD 

261
● 製品には送料は含まれておりません。　● 業務用につき、表示価格は全て本体価格（消費税別）となっております。

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
● メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。




