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フードカバー（サービス時の安心感）

●WITHコロナにおける、これからの料理サービス時に。

●料理提供時（厨房からテーブルまでのサービス時）の飛沫対策に。

●お客様も見ていて安心。

●サービス側（ホールスタッフ）も安心。

コンセプト：これからは フードカバーがスタンダード

オススメアイテム

例えば、中身を見せたいニーズにはガラス製を。

オススメアイテム

SAFETY

中身の見えない陶磁器製はテーブルでの

サプライズ効果が期待できます！

スタッフの

安心感

SAFETY

プレートとの

フィット感

SAFETY
お客様の

安心感

例えば、蓋とプレートがセット仕様のアイテム。

プレートはリム付きがオススメ。

蓋はちょうどリムの内側に収まるようなサイズ感で

チョイス！

一度に複数枚サーブされる時は、

プレートとのフィット感が気になります。

Recommended ITEM with COVID

！お気軽に営業へご相談ください！
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ITEM SELECTIONフードカバーアイテムセレクション

Recommended ITEM with COVID

MJ118-498＋MJ118-463

リッド

φ159×H65㎜￥5,000 (1)

リムクーププレート 21.5㎝

φ215×H62㎜￥3,600 (4)

TY1623-L(BR)＋TY1623(BR)

リッド

φ94×H45㎜ ¥1,800 (4) C

リムボール16㎝

φ163×H57㎜ ¥4,000 (4) C
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CV1912-L(SA)＋CV1912(SA)

カバー(S)

φ86(65)×H71㎜

¥1,400 (4)

グルメプレート 19㎝

φ192×H42㎜

¥1,400 (4)

PS43515

フードカバー(S)クリア

φ81×H98㎜

¥420 (24)

PS43515FR

フードカバー(S)フロスト

φ81×H98㎜

¥650 (24)

159TS44040

ガラスドーム120

φ120×H120mm

¥2,000 1/24 E

159TS44040-302

ガラスドーム120

(すりガラス)

φ120×H120mm

¥3,000 (1X24) E

ET0109+ ET2102 

リッド

φ156(144)×H102(76)㎜

¥5,700 1/8

リムクーププレート

21.5㎝ φ215×H40㎜

¥2,000 6/36

RA02528 + RA26522

リッド23㎝

φ233×H159㎜ ¥4,500 (1)

ディーププレート26㎝

φ258×H44㎜

¥3,500 (12)

SKL0809(CL)

クローシュドーム 8㎝

φ83×H140㎜

¥2,800 (6)

SKL1009(CL)

クローシュドーム 11㎝

φ109×H105㎜

¥2,800 (6)

200 01-219

ドーム

φ110×H85㎜

¥2,400(6) D

200 97-224

ドーム

φ132×H90㎜

¥2,800 (6) D

SR2712L(WH)＋SR2712(WH)

リッド

φ155（142）×H90㎜

¥4,000 1/12

パスタプレート 27㎝

φ272×H56㎜

¥5,800 6/12

SR2712L(PL)＋SR2712(PL)

リッド

φ155（142）×H90㎜

¥5,000 1/12

パスタプレート 27㎝

φ272×H56㎜

¥6,800 6/12

CV2512-L(EC)＋CV2512(SA)

カバー(M)

φ127(116)×H95㎜

¥1,600 (4)

グルメプレート 25㎝

φ250×H41㎜

￥1,600 (12)

CV2912-L(EC)＋CV2912(SA)

カバー(L)

φ160（150）×H110㎜

¥1,800 （4）

グルメプレート 29㎝

φ288×H39㎜

￥2,200 (4)

RA01528 + RA23522

リッド20㎝

φ202×H138㎜

¥4,000 (1)

ディーププレート23㎝

φ229×H40㎜

¥2,800 (12)

SR2112L(WH)＋SR2112(WH)

リッド

φ122（109）×H70㎜

¥3,500 1/18

クーププレート 21.5㎝

φ215×H43㎜

¥3,800 6/24

SR2112L(PL)＋SR2112(PL)

リッド

φ122（109）×H70㎜

¥4,500 1/18

クーププレート 21.5㎝

φ215×H43㎜

¥4,800 6/24

RZ2112-L＋RZ2112

リッド

φ160×H66㎜￥4.800 (1)

リムクーププレート 21.5㎝

φ212×H58㎜￥3,500 (4)

MS2112-L＋MS2112

リッド

φ159×H65㎜￥5.200 (1)

リムクーププレート 21.5㎝

φ215×H63㎜￥3,800 (4)

TY1623-L(GR)＋TY1623(GR)

リッド

φ94×H45㎜ ¥1,800 (4) C

リムボール16㎝

φ163×H57㎜ ¥4,000 (4) C

！お気軽に営業へご相談ください！


