
CAMDUCTION®コンプリートヒートシステム – ホットミールデリバリーシステム

各コンパートメントはそれぞれ独
立した機能を有するため、サービ
ス中断のリスクが低減します。

Camductionチャージャー
は高グレードの耐久性ステ
ンレススチール製で、冷た
い触感を保ちます。

Camductionチャージャーは米国特許
第8,263,906 B2号の適用を受けてい
ます。Camductionベースは米国特許第
D630,897 S号の適用を受けています。

Camductionチャージャーは1年間保証付
きです。

品番 MDSCDC9X5EU24V
品名 Camductionベース 

チャージャー単相
容量 ベース20個
外寸 幅 x 深さ x 高さ 76.2 x 47.9 x 87.9 cm
ボルト / 位相 PE AC 380-480V、三相 
アンペア / ヘルツ 16, 50/60
プラグの種類 複数のプラグタイプに対応
電気コード 2 m
初期加熱時間 4 - 6 分
すべてのインジケーターランプ LED
ユニット重量 52.6 kg 
数量 1
 カラー: ステンレススチール (000)。　

カムダクションの革新的なホットミー
ルデリバリーシステムは、スピーディ
ーで効率的です。カムダクションはホ
ットトレイラインシステムのある施設
に最適です。チャージャー1台で1回の
サービスにつき最大300の食事に対
応できます。

ご利用される国のコー
ドとプラグを記載して
います。

エネルギー効率の良い
ユニットで、60分間使用
しない場合は電源オフ
になります。

操作が簡単です。赤色スロットLEDは
ベースが加熱中であることを示しま
す。緑色ライトは準備完了であるこ
とを示します。

1分間で最大5つのトレイをサポ
ートし、業務効率を上げます。

温かい食べ物を60˚Cで最大
60分保温します*。電圧供給
に基づきます。

一度に最大20 Camduction ベ
ースを迅速・効率的に加熱し
ます。初期開始時は-およそ4
〜6分かかります。

品番 MDSCDB9EU24V
品名 Camductionベースは直径22.86 cmのプ

レートを載せることができます
外径 24.31 cm
外の高さ 2.26 cm
フルサイズカムラック® PR59314
数量 12

Camduction ベースが信頼のお
ける高温保持を提供します。

Camduction 充電器とベース
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CAMDUCTION®コンプリートヒートシステム – ホットミールデリバリーシステム

クランベリー ネービーブルー

•  クールリムは触れても安全です。
•  ベースは耐久性があり、食器洗浄

機で洗浄可能です。
•  欠け、ひび割れ、壊れに対する耐

久性があります。
•  ベースとドームはネイビーブルーと

クランベリーの2種類の色があり
ます。

•  省エネユニットには保温モードが
あります。ベースを保温し、節電で
きます。

カムダクション・コンプリートヒートシステムの結果

温
度（

摂
氏

）

時間（分）

フル充電時に触っても安全です。

ベースは2年の比例配
分保証。

カムダクション・ 
ベースシステム
Cambroショアライン断熱ドームで
覆われ、適切に加熱された22.8 cm 
Cambroセラミックプレートと組み合
わされ、加熱されたCamduction ベー
スは、65˚C以上の高温の食品を最大
60分間保持します。

注記: 操作結果はメニューや開始温度によって異なる場合があります。
結果は90˚〜100˚Cの加熱プレートと約85˚Cの熱い食品に基づいています。
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保温システム

Camductionコンプリート
ヒートシステム
最も効率的な保温ソリューションは、
温かい食べ物を65˚C以上の安全な温
度で最大60分間保持することです。
•  Camductionベースは丈夫で、食器

洗い機で洗えます。
•  欠けやひび割れ、破壊の心配があ

りません。
•  革命的なテクノロジーにより、電

圧スパイクによるエラーや問題を
解消。

Cambro はさまざまな温度保持シス
テムをサポートする一連の製品を提
供しています。各施設独自のニーズと
課題があり、異なるサービスソリュー
ションが必要です。

ヒートキーパー保温ベース
システム
保温のためのコスト効率の高いソリ
ューションであり、20分以上保温で
きます。
•  汚れ染み、におい、傷がつきませ

ん。

 MDSCDB9, HK39B, MDSD9  および 
MDSL9 カラー： メドー (447), ホイート 
(457), スペックルドグレー (480), クランベ
リー (487), ネービーブルー (497), ブラック 
(110), スモークメタル (485)*。

 MDSPC9  カラー： ブラック (110)。

 MDSP9  カラー： ダークグレー (477)。

 MDSPL  カラー： (000)。

*ハーバードームと Camduction でのみ利
用できます。

MDSPL は NSF 一覧にありません。

MDSCDB9 は米国特許第 D 630, 8975 S 号
および第 8,263,906 B2の適用を受けて
います。

MDSCDB9 
比例配 
分計算

MDSCDB9EU24V

Camductionベースは直径22.86 cmの
プレートを載せることができます
外径: 24.31 cm
外の高さ: 2.26 cm
フルサイズカムラック®: PR59314
 数量: 12

HK39B

保温ベース22.86 cm レートに対応
外径: 24.48 cm
外の高さ: 4.07 cm
フルサイズカムラック: PR59314
 数量: 12

A. 断熱ドーム
B. 22.86 cm セラミックプレート
C. コールドペレット
D. ペレットアンダーライナー

A. 断熱ドーム
B. 22.86 cm セラミックプレート
C. ヒートキーパー断熱ベース

A. 断熱ドーム
B. 22.86 cm セラミックプレート
C. Camductionベース

A. 断熱ドーム
B. 22.86 cm セラミックプレート
C. ホット サーマル パレット
D. ペレットアンダーライナー

Camduction® 断熱ベース サーマル パレット コールドペレット
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Cambro 断熱製品は、電子レンジでの使用
を推奨しません。電子レンジの使用で汚れ
やひび割れの可能性が高まりますが、どち
らもメーカー保証の対象外です。 

断熱Harborボウルには米国特許D795,017 
Sが適用されます。

比例配 
分計算

ミールデリバリーウェアシステム – ハーバーコレクション

•  魅力的なデザインで、楽しい食事
に。

•  温度管理をサポート。
•  インテリアに合わせて選べる、6つ

の人気カラー。
•  マグとボウルには、ショアラインコ

レクション用のCambro使い捨て
CamLids®の既存製品が適合しま
す。

•  ポリプロピレン製で、欠けたり割
れたりすることがありません。

•  高温の食器洗浄機で洗えます。
•  ドームは直径22.86 cmの皿に合い

ます。
•  Cambro の保温システムとともによ

く機能する Camduction® Complete 
Heat System, Camtherm® Thermal 
Pellet System, Heat Keeper 
Insulating Base System そして 
Camchiller® Pellet System。

品番 MDSHD9 MDSHB5 MDSHB9 MDSHM8
品名 保温ドームは直径22.86 cm 

の皿に合います。
小ボウル 大ボウル マグ

盖子型号 — CLSM8B5, 
CLRSM8B5

CLSB9, 
CLRSB9

CLSSM8B5, 
CLSM8B5, 
CLRSM8B5

概容量 — 150 mL 270 mL 240 mL
外径 25.94 cm 8.89 cm 11.11 cm 11.43 cm
高さ 8.17 cm 6.1 cm 6.1 cm 10.16 cm
フルサイズカムラック® PR59314 16C414 9S318 16C414
数量 12 48 48 48

クランベ
リー

メドー ホワイト ネービー
ブルー

スモーク
メタル

ブラック

ハーバーミールデリバリーウェアのカラー：
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ミールデリバリーウェアシステム – ショアラインコレクション

•  クラシックなデザインで高性能。
手頃な価格で比類のない安全
性。

•  すべてのCambro保温システム ( 
Camduction®コンプリートヒートシ
ステム、Camtherm®サーマルペレッ
トシステム、ヒートキーパー保温ベ
ースシステム) と一緒に使用できま
す。

•  マグとボウルはCambro®使い捨て
CamLids®に適合します。

•  業界で唯一NSF認可を受けたウェ
アライン。

•  ドームとデリバリーウェアは丈夫
なポリプロピレン製。

ブラック クランベ
リー

スペックル
ドグレー

ネービーブ
ルー

ホイートメドー

Cambro 断熱製品は、電子レンジでの使用
を推奨しません。電子レンジの使用で汚れ
やひび割れの可能性が高まりますが、どち
らもメーカー保証の対象外です。

比例配 
分計算

ショアラインコレクションカラー：

絶縁された食事配達ウェア

品番 MDSD9 MDSLD9 MDSM8 MDSB5 MDSB9 MDSB16
品名 断熱ドームは22.86 cm 

プレートをカバーします
低プロフィール断熱 
ドームは22.86 cmプレー
トをカバーします

マグ 小ボウル 大ボウル アントレ 
用ボウル

リッド品番 — — CLSSM8B5, 
CLSM8B5, 
CLRSM8B5

CLSSM8B5, 
CLSM8B5, 
CLRSM8B5

CLSB9, CLRSB9 CLRSB16

概容量 — — 240 mL 150 mL 270 mL 500 mL
外径 25.94 cm 25.94 cm 8.89 cm* 8.89 cm 11.11 cm 13.65 cm
高さ 8.17 cm 6.99 cm 10.16 cm 6.1 cm 6.1 cm 6.1 cm
フルサイズカムラック® PR59314 PR59314 16C414 16C414 9S318 9S318
数量 12 12 48 48 48 48
*MDSM8はハンドル込みで直径11.43 cm。

食品配達食器用の使い- 
捨てのフタ

リッド品番 CLSM8B5 CLSB9 CLSSM8B5
品名 ディスポーザブ 

ルリッド小
ディスポーザブ 
ルリッド大

ディスポーザブ 
ルシップリッド

使用製品 MDSB5, MDSM8,  
MDSHB5

MDSB9,  
MDSHB9

MDSB5, MDSM8,  
MDSHM8

外径 9.1 cm 11.28 cm 9.1 cm
高さ 0.76 cm 0.76 cm 1.9 cm
数量 1,500 1,000 1,000
 CLSM8B5, CLSB9  カラー：半透明 (190)。　 CLSSM8B5  カラー：ホワイト (148) 。 
ケース単位で販売。　小分け販売はしておりません。



保温システム

品番 MDSD9 MDSLD9 MDSHD9 909CW MDSPLT9
品名 保温ドーム 22.86 cm 

プレートに対応
薄型断熱ドーム  
22.86 cm プレートに対応

保温ドームは直径 
22.86 cm の皿に合います

Camwear 
Camcover

陶磁器  
プレート

外径 25.94 cm 25.94 cm 25.94 cm 26.2 cm 22.86 cm
外の高さ 8.17 cm 6.99 cm 8.17 cm 6.99 cm 2.54 cm
フルサイズカムラック PR59314 PR59314 PR59314 PR59314 PR314
数量 12 12 12 12 24
 MDSD9, MDSLD9  および MDSHD9 カラー： メドー (447), ホイート (457), スペックルドグレー (480), クランベリー (487), ネービーブルー (497), ブラック (110), スモークメタル (485)*。 
909CW  カラー: クリアー (152)、アンバー (153)、ベージュ (133)、シルバー (486)。　MDSPLT9  カラー： ホワイト (148)。　 
*スモークメタル (485) は、ハーバードームでのみ利用できます。　MDSPLT9は小分け販売しておりません。　

Camtherm® サーマルパレ
ットシステム 
保温のためのコスト効率の高いソリ
ューションであり、20分以上保温で
きます。
•  保持核心温度、从而保证热食

处于安全的温度。

•  餐盘边缘较金属蜂窝状餐盘

低 11˚C、从而保护员工和用餐

者免于被烫伤。

•  是一种高密度塑料复合材料、

不会像金属蜂窝状餐盘一样

产生凹痕。

Camchiller®コールドペレ
ットシステム
冷やしたプレートと保温ドームと共に
使用した場合、冷たい料理を最長45
分間、4˚C以下で保存可が能。
•  凍結温度で割れても飛散しませ

ん。
•  重ねることができ、運搬や保管が

簡単。
•  アンダーライナー有りでも無しで

も使用できます。
•  高温の食器洗浄機で洗えます。

MDSP9

サーマルペレット 22.86 cm プレー
トに対応
外径: 24 cm
外の高さ: 4.45 cm
フルサイズカムラック: PR59314
 数量: 12

MDSPC9

Camchillerコールドペレットは直径
22.86 cmのプレートを載せることが
できます
外径: 24.31 cm
外の高さ: 3.42 cm
フルサイズカムラック: PR59314
 数量: 12

MDSL9

ペレットアンダーライナー 24.13 cm  
ペレットに対応
外径: 24.29 cm
外の高さ: 4.6 cm
フルサイズカムラック: PR59314
 数量: 12

MDSL9

ペレットアンダーライナー 24.13 cm  
ペレットに対応
外径: 24.29 cm
外の高さ: 4.6 cm
フルサイズカムラック: PR59314
 数量: 12

MDSPL

Camtherm サーマルペレットリフター
外径: 8 cm
外の高さ: 7.6 cm
 数量: 1

すべてのCambro温度保 
持システム用のドーム、 
プレートカバー、プレート



DRC2020

BR578

CLRWSR36

CLRSM8B5

CLRSB9

CLRSB16

リユーザブルカムリッド®

カムラック®ウォッシュ・アン
ド・ストアラック
•  安全に洗浄して保管できる再

利用可能なカムリッド向けで
す。CLRSB9とCLRSM8B5のみ。

•  各カムラックウォッシュ・アンド・ス
トアラックには、リユースリッドが
36個入ります。

•  フルサイズベースラックでウォッシ
ュ・アンド・ストアラックを使用。

品番 品名 外寸
  
数量

リユーザブルカムリッド 高さ x Dia.
CLRSM8B5 240 mL マグおよび 150 mL ボウル用 0.71 x 9.05 cm 240

CLRSB9 270 mL ボウル用 0.71 x 11.32 240

CLRSB16 500 mL ボウル用 0.71 x 13.97 240

CLRSM8B5およびCLRSB9用アクセサリ 間口 x 奥行 x 高さ
CLRWSR36 カムラックウォッシュ・アンド・ストアラック、リユースリッドが36個入る 20.96 x 45.4 x 13.97 4

BR578 カムラックフルサイズベースラック、エクステンダー2個付き 50 x 50 x 18.4 4

DRC2020 フルラックカバー 50 x 50 x 2.4 1

CLRSB16用アクセサリ 間口 x 奥行 x 高さ
PR500 9 x 9ペグラック、エクステンダー1個付き 50.17 x 50.17 x 14.29 5

E3 フルサイズのオープンエクステンダー 50.17 x 50.17 x 2 12

CRPHDG2878 フルサイズの角型ホールドダウングリッド 46.67 x 46.67 6
リユースリッドはケース単位で販売。小分け販売はしておりません。

•  リッドにかかるコストを年間最高
75% まで削減できます。

•  シングルユースからリユースに切り
替えることで、無駄を大幅に削減
できます。

•  食器洗浄機で洗えます。
• 耐久性の高いポリプロピレン製。
•  ショアラインコレクションとハーバ

ーコレクション両方のマグとボウル
に適合します。

•  カスタマイズされたコスト計算に
関しては、最寄のキャンブロ取扱
店までご連絡ください!

再利用可能な CamLid のカラー： 
ホワイト (148)。

 カムラックウォッシュ・アンド・ストアラッ
クのカラー: ケリーグリーン (452)。

 カムラックベースフルサイズのカラー: 
ソフトグレー (151)。

 フルラックカバーのカラー: グレー (180)。

CLRWSR36、米国特許 D 617,069 が適用さ
れています。

フルラックカバーはNFSに記載されてい
ません。

セービングカルキュレーターのカスタマイ
ズは www.cambro.com/savemoney のサ
イトでお試しください。



ヘルスケアタンブラー、渦巻きボウル、使い捨てCAMLIDS®

使い捨てのフタ 
つきカラーウェア 
 タンブラー

タンブラーコード 500P / 500P2 800P / 800P2 900P / 900P2 950P / 950P2
リッド品番 CLJ6 CL800P CL900P CL950P
タンブラー容量 154 mL 236.6 mL 287 mL 290 mL
ケースパックタンブラー/ フタ 72 / 24 / 1,000 72 / 24 / 1,000 72 / 24 / 1,000 72 / 24 / 1,000
 カラー：半透明 (190)。　ケース単位で販売。　小分け販売はしておりません。

使い捨てのフタつ 
き渦巻きボウル

渦巻きボウルコード SRB5CW / SRB5
リッド品番 CLSRB5
渦巻きボウル容量 148 mL
ケースパックボウル/フタ 24 / 1,000
 カラー：クリアー (152)。 
ポリエチレンテレフタレート(P.E.T.)製。 
ケース単位で販売。小分け販売はしておりません。

使い捨てのフ 
タつきニュー 
ポート タンブラー

タンブラーコード NT5 NT8 NT9 NT10 NT12
リッド品番 CLNT5 CLNT8 CLNT9 CLNT10 CLNT12
タンブラー容量 189 mL 228 mL 266 mL 300 mL 373 mL
ケースパックタンブラー/ フタ 36 / 1,500 36 / 1,000 36 / 1,000 36 / 1,000 36 / 1,000
 カラー：半透明 (190)。　ケース単位で販売。　小分け販売はしておりません。

使い捨てのフタ 
つきLaguna®  
タンブラー

タンブラーコード LT6 LT10 LT12
リッド品番 CLLT6 CLLT10 CLLT12
タンブラー容量 177.4 mL 295.7 mL 354.9 mL
ケースパックタンブラー/ フタ 36 / 1,500 36 / 1,000 36 / 1,000
 カラー：半透明 (190)。　ケース単位で販売。　小分け販売はしておりません。

使い捨てのフ 
タつき Lido®  
タンブラー

タンブラーコード LDT6 LDT9
リッド品番 CLST6 CL900P
タンブラー容量 177 mL 266 mL
ケースパックタンブラー/ フタ 36 / 1,000 36 / 1,000
 カラー：半透明 (190)。　ケース単位で販売。　小分け販売はしておりません。

177 & 266 mLのLidoタンブラ
ーには、患者の液体摂取量の
記録のために、上から59 mL
刻みに目盛りがあります。



CSDR7 
7-スロット乾燥クラードル 
スロットあたりの幅： 3.3 cm

品番 説明
サイズ  
幅 x 奥行き x 高さ 積載量 数量

Camshelving Premium*

CPMU244875DRPKG 直立乾燥ラック 610 x 1220 x 1980 mm 84 トレイ 1

CPMU246075DRPKG 直立乾燥ラック 610 x 1530 x 1980 105 1

乾燥クラードル***

CSDR7 7-スロット乾燥クラードル 597 x 260 x 95 — 1

CSDR73 7-スロット乾燥クラードル 597 x 260 x 95 — 3

 パッケージに含まれるもの: ユニットは、工場組み立て可動式ポストキット、可動式シェルフトラバース6個、可動式シェル
フトラバースダブテール、垂直乾燥クレードル12個または15個と完全ロッキングブレーキ付きプレミアム回転キャスター
も一緒に発送。組み立てが必要です。

カムシェルビング®衛生乾燥ラック

•  トレーラインと洗浄エリアの製品
整理ができ、洗った食器を立てて
並べることにより、乾燥を早め、湿
ったまま重ねてしまう事態を防ぎ
ます。

•  非腐食性、耐久性が強く、組み立
てやすい。

•  可動性ラックによりフロアーの清
掃を容易で機動的に。

•  乾燥クレードルは取り外し可能
で、高温の食器洗い機でも安全で
す。

•  各乾燥クレードルを組み合わせ、
深さ610 mmのCamshelvingユニッ
トにカスタム乾燥ラックを構築し
ます。

 *Camshelving プレミアムシリーズのカラ
ー：スペックルドグレー (480)。
 ** 乾燥クラードルカラー： 
ソフトグレー(151)。

 キャスタ:
4つのプレミアムキャスター：（トータルロ
ックブレーキ付きスイベル2個、ブレーキ
無しのスイベル2個）。

乾燥および保管用垂直 
ラック
• 異なるサイズのトレー、まな板、ベ

ーキングシートパン、蓋や約20から
34 cmの皿を安全に収納します。

•  乾燥クレードルは、シェルフトラバ
ースに直接取り付けられます。

•  610 mm シェルフに適合します。

7スロット乾燥クレードルは米国特許
D 663,912 Sの適用を受けています。

部品

CPMU244875DRPKG

Camshelving Premium

•  縦棒ポストや横棒トラバースのさ
びや腐食に対する永久保証。

•  乾燥クラードルは耐衝撃ABS材
製。



CSDDC24 
10-スロット乾燥クラードル 
スロットあたりの幅： 7.8 cm

CSDR8 
8-スロット 
乾燥クラードル。 
スロットあたりの幅： 6 cm

カムシェルビング®衛生乾燥ラック

 *Camshelving プレミアムシリーズのカラ
ー：スペックルドグレー (480)。
 ** 乾燥クラードルカラー： 
ソフトグレー(151)。

8スロット乾燥クレードルは米国特許
D739,989 Sの適用を受けています。

部品

 *Camshelving プレミアムシリーズのカラ
ー：スペックルドグレー (480)。
 ** 乾燥クラードルカラー： 
ソフトグレー(151)。

10スロット乾燥クレードルは米国特許
D 736,488 Sの適用を受けています。

部品

品番 説明
サイズ  
幅 x 奥行き x 高さ 積載量 数量

Camshelving Premium*

CPMU243675DDPKG ドーム乾燥ラック 610 x 980 x 1790 mm 100ドーム 1

乾燥クラードル**

CSDDC24 10-スロット乾燥クラードル 597 x 415 x 86 — 1

CSDDC245 10-スロット乾燥クラードル 597 x 415 x 86 — 5
各乾燥クレードルは、可動式または固定式のCamshelving Premium Series 610 mmディープシェルフのみに適合します。 
 パッケージに含まれるもの：組み立て済み可動式ポストキット、トラバース 10 個、乾燥クレードル 10 個および完全ロッキングブ
レーキ付きプレミアム回転キャスター。組み立てが必要です。

品番 説明
サイズ  
幅 x 奥行き x 高さ 積載量 数量

Camshelving Premium*

CPMU244875PDPKG 斜め乾燥ラック 610 x 1220 x 1980 mm 128 ペレットおよびベー 
ス 16 GN 1/1 フードパン

1

乾燥クラードル**

CSDR8 8-スロット乾燥クラードル。 592 x 263 x 160 — 1

CSDR84 8-スロット乾燥クラードル。 592 x 263 x 160 — 4
各乾燥クレードルは、可動式または固定式のCamshelving Premium Series 610 mmディープシェルフのみに適合します。 
 パッケージに含まれるもの: ユニットは、工場組み立て可動式ポストキット、シェルフトラバース8個、アングル乾燥クレードル16
個と完全ロッキングブレーキ付きプレミアム回転キャスターも一緒に発送。組み立てが必要です。

乾燥および保管用アングル
ラック
•  1ベースにつき128の食事配送ペレ

ット/ベース、あらゆるサイズのフー
ドパン、ポットやキッチンウエアを
安全に収納。

•  乾燥クレードルは、シェルフトラバ
ースに直接取り付けられます。

•  610 mm シェルフに適合します。

ドーム乾燥および保管用 
ラック
•  100の食事配送ドームを安全に収

納。
•  乾燥クレードルは、シェルフトラバ

ースに直接取り付けられます。
•  610 mm シェルフに適合します。

CPMU243675DDPKG 
Camshelving Premium

CPMU244875PDPKG 
Camshelving Premium



優れた保温性と温度保
持力。

発泡ポリプロピレ
ン製。

積み重ねることができる軽量の
個人用ミールデリバリーシステム
で、運搬と収納が簡単です。

ひとつのユニットで温かい
食品と冷たい食品を最長
60分間安全に保ちます。

タブロサームCam GoBoxは、1人用の
食事を届けるコスト効率の良いソリ
ューションです。軽量の保温トレー
が温かい食品と冷たい食品とを区分
し、食事を安全な温度に最長60分
間保ちます。予備のコンパートメント
を飲み物やスナックに利用でき、総
合的なミールデリバリーを便利に行
えます。

タブロサームCAM GOBOX®ミールデリバリーシステム

リッド122701118、122700021、 
122700023はBPAを含まれておりません。



ITENEPP

EPPタブロサーム、食器なし
外寸 幅 x 奥行き x 高さ:  
37 x 53 x 11.8 cm

ユニット重量：0.55 kg
 数量：1　 カラー：グレー (107)。

ITENEPP1118H

EPPタブロサーム、食器付き - 11×18 
cm角皿2枚、ショアラインボウル
MDSB16 (13.6 cm) (500 mL)2つ、再利
用可能なカバーCLRSB16 2つ
外寸 幅 x 奥行き x 高さ:  
37 x 53 x 11.8 cm

ユニット重量：1.82 kg
 数量：1　 カラー：グレー (107)。

ITENEPP1118

EPPタブロサーム、食器付き - 
11 x 18 cm角皿2枚、14 cmボウル2つ、
再利用可能なカバー
外寸 幅 x 奥行き x 高さ:  
37 x 53 x 11.8 cm

ユニット重量：2.53 kg
 数量：1　 カラー：グレー (107)。

ITENEPP21H

EPPタブロサーム、食器付き - 直径21 
cm皿1枚、ショアラインボウルMDSB16 
(13.6 cm) (500 mL)2つ、再利用可能な
カバーCLRSB16 2つ
外寸 幅 x 奥行き x 高さ:  
37 x 53 x 11.8 cm

ユニット重量：1.57 kg
 数量：1　 カラー：グレー (107)。

ITENEPP21

EPPタブロサーム、食器付き - 直径
21 cm皿1枚、14 cmボウル2つ、再利用
可能なカバー
外寸 幅 x 奥行き x 高さ:  
37 x 53 x 11.8 cm

ユニット重量：2.27 kg
 数量：1　 カラー：グレー (107)。

ITENEPP23H

EPPタブロサーム、食器付き - 直径
23 cmの2コンパートメント皿1枚、シ
ョアラインボウルMDSB16 (13.6 cm) 
(500 mL)2つ、再利用可能なカバー
CLRSB16 2つ
外寸 幅 x 奥行き x 高さ:  
37 x 53 x 11.8 cm

ユニット重量：1.62 kg
 数量：1　 カラー：グレー (107)。

ITENEPP23

EPPタブロサーム、食器付き - 直
径23 cmの2コンパートメント皿1
枚、14 cmボウル2つ、再利用可能な
カバー
外寸 幅 x 奥行き x 高さ:  
37 x 53 x 11.8 cm

ユニット重量：2.32 kg
 数量：1　 カラー：グレー (107)。

タブロサームCAM GOBOX®ミールデリバリーシステム

磁器食器

品番 122401118 122701118 122400021 122700021 122400023 122700023 122500014 122700014 MDSB16
品名 磁器角皿 122400018 

用の角皿 
カバー 

磁器皿 122400021 
用の皿カバー 

2コンパート 
メント磁器皿

122400023用 
の皿カバー

14 cm磁 
器ボウル

ボウル 
カバー

保温ショアラ
インボウル 
(500 mL)

外寸 (CM) 11 x 18 11 x 18 Ø 21 Ø 21.5 Ø 23 Ø 23.5 Ø 14 x 0.7 Ø 14.5 Ø 13.6 x 6
ユニット重量 (KG) 0.45 0.06 0.58 0.18 0.6 0.2 0.44 0.04 0.13
  数量：1　  カラー：(000)。



タブロサームミールデリバリーシステム

家庭内での利用に理想的
な、一度で給仕・配膳でき
るミールデリバリーシステ
ム
•  ひとつの完成式ユニットで温かい

食品と冷たい食品の配送と配膳を
行います。

•  安全な食品温度を1時間以上保ち
ます。*

小型設計なので持ち
運びが簡単です。

ひとつのユニットで温か
い食品と冷たい食品を
安全に維持します。

タブロサームのトレーと食器は、食事の準備にも
便利です。

成形くぼみが閉めた後
の食器の蓋を固定する
ので、漏れを防止し、保
温力を高めます。

タブロサームは積み重ねで
きるので、持ち運びと保管が
簡単です。

壊れにくい陶器製食器。

•  軽量設計なので、持ち運びが簡単
で便利です。

•  2サイズ展開で、多彩な食卓に対応
します。

•  食器洗浄機が利用でき。

開始温度 20分 40分 1時間

ITPD3253モデル、加熱式ペレット付き 
 85˚C 80˚C 77˚C 74˚C 71˚C
ITPD3253モデル、加熱式ペレットなし 
 85˚C 72˚C 68˚C 64˚C —
ITPD3753Tモデル、加熱式ペレット付き 
 89˚C 75˚C 70˚C 65˚C 62˚C
ITPD3753モデル、加熱式ペレットなし 
 87˚C 67˚C 60˚C —

*加熱したペレットを使用した場合。ホットカートでの使用はお勧めできません。



ITPD3753T - ユーロノームサイズ ライトグレーポリプロピレンカバー、密封カバー付
き。蓋は電子レンジで使用できません。

タブロサーム保温トレー

品番 品名
寸法
幅 x 長さ x 高さ

タブロサーム保温トレー、磁器皿、シールカバー、ペレット付き
ITPD3753T ユーロノーム保温トレーには次の磁器食器とペレットが含まれている： 37 x 53 x 10.5 cm

コンパートメントプレート1個（122 400 050）、再利用可能なカバー1個（122 600 050）、ペレット1個（165PW）、  
多目的ボウル3個：2個400 mL1個（122 500 050）、500 mL（122 450 050）、  
再利用可能なカバー3個：2個（122 700 050）、1個（122 650 050）

タブロサーム保温トレー、磁器皿、シールカバー、ペレット付き
IT3753T イユロノーム保温トレーには何も含まれていない 37 x 53 x 10.5

磁器食器
122 400 050 2コンパートメントメニュープレート。外径254 mm、容量750 mL ホワイト —

122 450 050 多目的ボウル。外径142.2 mm 容量500 mL 白） —

122 500 050 多目的ボウル。外径120 mm 容量400 mL 白） —

薄いグレーの一体化ゴム製シール付き、再利用可能なポリプロピレンカバー
122 600 050 2コンパートメントメニュープレート —

122 650 050 多目的ボウル用 – 500 mL —

122 700 050 多目的ボウル用 – 400 mL —

ペレットシステム
165PW SMC ペレット、直径16.5 cm —

メニューカード
112 430 000 黄色のメニューカード100 x 70 mm —

ラッチ
122 201 050 ラッチ、メニューカードホルダー付き (IT3753T, ITPD3753T) —

122 200 050 ラッチ、メニューカードホルダーなし (IT3753T, ITPD3753T) —

122 260 050 止め具、ねじキット：止め具1個、ねじ4個 (IT3753T, ITPD3753T) —

断熱食器付きタブロサーム
ITPD3753TH コンパートメントプレート1個（122 400 050）、再利用可能なカバー1個（122 600 050）、ペレット1個（165PW）、  

多目的ボウル3個：2個270 mL1個（MDSB9）、500 mL（MDSB16）、  
再利用可能なカバー3個：2個（CLRSB9T）、1個（CLRSB16T）

37 x 53 x 10.5

ITPD3753TH用の絶縁食器
MDSB9 ボウル。外径 111.1 mm - 270 mL —

MDSB16 アントレ用ボウル。外径 136.5 mm - 500 mL —

CLRSB9T リユーザブルカムリッド - 270 mL —

CLRSB16T リユーザブルカムリッド - 500 mL —

 ITPD3753T 、IT3753T カラー：グレーとブルー　 ITPD3253 、IT3253 カラー：ツートングレー　 165PW  カラー：(A42)。 
 MDSB16, MDSB9  カラー： スペックルドグレー (480)。 CLRSB16T, CLRSB9T  カラー： スペックルホワイト (490)。　 165PW  数量：1個 
保温力を最大限に高める方法を網羅したガイドについては、お近くのキャンブロ社代理店までお問い合わせください。

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイ
ツからのみ購入可能。

 盛りつけ前のフードとプレートの最低温
度: 85˚ - 90˚C



A83

VT1418AB

VT3646CAB

GP4002AB

グラニット

トレーカラー：

品番
直径/ 
サイズ

バーサトレー – 高プロフィールタイプ
VT1418AB 35.5 x 45.7 cm
VT3343AB 33 x 43
バーサセンチュリー™トレー –低プロフィールデザインタイプ
VT3646CAB 35.5 x 45.7
VT3343CAB 32.9 x 42.9
バーサトレー – フラットエッジタイプ
GP1070AB* 26.5 x 32.5
GP1080AB* 26.5 x 37
GP3980AB* 37 x 53
GP4002AB* 32.5 x 53
 数量: 12
*全自動式の、ベルトコンベアー方式平積み型食器洗い機に対応し、 
コーナー部分が補強されています。

高プロフィール
タイプ

フラットエッジ
タイプ

低プロフィール 
デザインタイプ

抗菌カムガード® バーサトレー

強化ポリエステルにより、衝撃に対する
コーナー部分の保護が大幅に強化され
ました。

革新的な上部とコーナー部分の薄型デザ
インは、トレー表面の使用可能面積を増
大するとともに、食事中の利用者の使い
心地を改善します。

•  極めて集中的な使用に最適な高
性能ポリエステル製トレーです。

•  組み込まれた抗菌保護機能が、
トレー洗浄の合間に付着する細
菌を除去します。この機能はトレ
ーの使用中に持続的に効果を発
し、洗浄や摩耗によって損われる
ことはありません。

•  強化ポリエステルにより、衝撃に
対するコーナー部分の保護が大
幅に強化されました。

•  スタッキングラグは通気を改善し
て乾燥を促進するとともに、安定
的な積み重ねに役立ちます。

•  温度耐性範囲は 
-40˚〜140˚Cです。‡

•  食器洗浄機をご利用いただけま
す - 必要に応じて何度でも洗浄で
きます。

‡ ホットカートでの使用はお勧め 
できません。

比例配 
分計算

トレーは抗菌性のため、かびの発生やバイ菌の臭気を防ぎます。この抗菌力
は消滅したり洗い流されることはありません。

非保護表面と Camguard で保護された表面における  
24 時間試験による対比。

非保護 Camguard で保護

スタッキングラグがトレーを所定の場所
でしっかりと積み重ね、適切な空気の循
環を確保します。

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツお 
からのみ購入可能。



B27

B96

B101

B95 B100

B99

B93

B22

フラットエッジタイプ

滑らないトレーはしっかりつかめます 。

•  廃棄物削減と経費節約に役立ち、
ミールデリバリー用トレーの表面
に安定性を与えます。

•  紙製のトレーマットから切り替え
ると、年間で50%以上の節約にな
ります。

•  こうしたグリーンイニシアチブに
は、短期間で成果が得られます。
つまり毎年数10トンものごみを減
らすことができます。

•  極めて集中的な使用に最適な高性
能ポリエステル製トレーです。

•  強化ポリエステルにより、衝撃に
対するコーナー部分の保護が大幅
に強化されました。

•  スタッキングラグは通気を改善し
て乾燥を促進するとともに、安定
的な積み重ねに役立ちます。

•  食器洗浄機をご利用いただけま
す - 必要に応じて何度でも洗浄で
きます。

ポリエステル模様付きバーサトレー、滑らかなまたはノンスリップ表面

模様とトレーベ
ースカラー：

テラゾトレーにぺブルド 
ホワイト模様

ライトグレートレーに 
ぺブルドホワイト模様

ライトグレートレーに 
ぺブルドグレー模様

ライトグレートレーに 
ブラッシュスティール 
模様

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツお 
からのみ購入可能。

サハラトレーに 
サハラ模様

グラニットトレーに 
チタン模様

ライトグレートレー 
にぺブルドブラック 
模様

テラゾトレーにぺブ 
ルドブラック模様

‡ ホットカートでの使用はお勧め 
できません。

*フライトタイプ食器洗浄機のコンベアー
ベルトに自動投入されても傷まないよう
に縁の部分を補強してあります。

熱化学消毒装置を使っている場合は、ご
連絡ください。適したトレーの選択をお手
伝いいたします。

 カスタムプリント : 価格についてはキャ
ンブロの担当者までお問い合わせくだ
さい。

品番 サイズ 数量
滑らか表面 – フラットエッジタイプ
GP0540* 46 x 34.4 cm 12

GP3980* 53 x 37 12

GP4002* 53 x 32.5 12

GP4004 53 x 32.5 12
 温度耐性範囲は-40˚〜90˚Cです。‡

品番 サイズ 数量
ノンスリップ表面 – フラットエッジタイプ
GP3980NS* 53 x 37 cm 12

GP4002NS* 53 x 32.5 12

GP0540NS* 46 x 34.4 12

GP1080NS* 37 x 26.5 12

 色のみで提供：B22、B93、B99、B100。
 温度耐性範囲は-40˚〜80˚Cです。‡

比例配分計算

比例配分計算



B22

B99

バーサライトセンチュリートレーは、エッ
ジが低く人間工学に基づくコーナー設計
で、使い心地を改善します。

強化ポリエステル製のコーナー部分 コ
ーナーとエッジに優れた 衝撃保護を提
供します。

品番 直径/ サイズ
Versa Lite バーサトレー – 高プロフィールタイプ
VL1418NS 35.5 x 45.7 cm
VL3343NS 33 x 43
Versa Lite バーサセンチュリー™トレー –低プロフィールデザインタイプ
VL3646CNS 35.5 x 45.7 
VL3343CNS 33 x 43
Versa Lite バーサトレー – フラットエッジタイプ
GL3980NS* 37 x 53 
GL4002NS* 32.5 x 53
 数量: 12
*全自動式の、ベルトコンベアー方式平積み型食器洗い機に対応し、コーナー部分が補
強されています。

サハラトレーに 
サハラ模様

ライトグレートレー 
にぺブルドブラック 
模様

トレーカラー：

高プロフィール
タイプ

フラットエッジ
タイプ

低プロフィール 
デザインタイプ

滑らないトレーはしっかりつかめます。

•  製品表面の滑り止め（ノンスキッ
ド）処理により把持力を高め、ミ
ールデリバリーをより安全に行え
ます。

•  紙製のトレーマットからノンスキッ
ドバーサライトトレーに切り替え
ると、毎年の環境廃棄物を削減で
きます。

•  集中的な使用に適した、標準性能
のポリエステル製トレー。

•  強化ポリエステルにより、衝撃に
対するコーナー部分の保護が大
幅に強化されました。

•  スタッキングラグは通気を改善し
て乾燥を促進するとともに、安定
的な積み重ねに役立ちます。

•  温度耐性範囲は-40˚〜80˚C 
です。‡

•  食器洗浄機をご利用いただけま
す - 1日3回まで洗浄できます。

カスタムプリ ント : 価格についてはキャ
ンブロの担当者までお問い合わせくだ
さい。
‡ ホットカートでの使用はお勧め 
できません。

 カラー: サハラトレーにサハラ模様 (B22), 
模様付きのスモークトレーにチタン色を重
ねたもの (B14), パールホワイトトレーにサ
ハラ模様を重ねたもの (B11), ライトグレー
トレーにぺブルドブラック模様 (B99)。

比例配 
分計算

スタッキングラグがトレーを所定の場所
でしっかりと積み重ね、適切な空気の循
環を確保します。

ポリエステルノンスキッド VERSA LITE バーサライトトレー

Cambro 欧州物流 (CEL) で、ドイツお 
からのみ購入可能。



高プロフィール
タイプ

フラットエッジ
タイプ

滑らないバーサカムトレー®

ルームサービス用ノンスキッドバーサカムトレー®

•  滑らないトレーを使えばドリンク
やフードを安全に運ぶことができ
るので、こぼしたときの無駄がで
ず、経費削減につながります。

•  紙製のトレーマットやライナーか
ら滑らないトレーに替えることに
より、年間50%以上の削減になり
ます。

•  使い捨てを少なくすることにより、
ごみの量を年間10トンまで減らす
ことができます。

•  滑らないカムトレーはしっかりつ
かめるので、ドリンクやフードを安
全に運ぶことができます。

•  低温または高温の食器洗浄機で
洗えます。

•  スタッキングラグがついているの
で、短時間で乾きます。

•  温度耐性範囲は-40˚〜80˚C 
です。‡

•  エルゴノミックハンドルで、お食事
を安全に、しかもエレガントに運
ぶことができます。

•  トレーは約35.5 x 45.7または
38 x 51cmのトレーが収容できる
既存の食事配送カート内にフィッ
ト。

•  滑らない表面になっているのでト
レーマットが不要になり、時間とコ
ストが節約できます。

•  高温または低温の食器洗浄機で洗
えます。

•  スタッキングラグがついているの
で、短時間で乾きます。

•  温度耐性範囲は-40˚〜80˚C 
です。‡

滑らないトレーはしっかりつかめます

 カムトレーとダイエタリートレーのカラ
ー:ブラック/ペブルブラック (382)、パー
ルグレー/タイタン (381)、アイボリー/サハ
ラ (380)。

 カスタムプリ ント : 価格についてはキャン
ブロの担当者までお問い合わせください。

‡ ホットカートでの使用はお勧め でき
ません。

NSF認定は、食品に直に接触しない場合
のみ。

比例配 
分計算

品番 説明 直径/ サイズ
1418VC 滑らないバーサカムトレー 35.5 x 45.7 cm

1520VC 滑らないバーサカムトレー 38 x 51

 数量：12

品番 説明 直径/ サイズ
1418VCH 取手つきノンスキッド　ベルサ　カムトレー 35.5 x 45.7 cm

1520VCRST 取手つきノンスキッド　ベルサ　カムトレー 38 x 51

 数量：12

 ルームサービストレーのカラー: 
ブラック/ペブルブラック (382)、パール
グレー/タイタン (381)、アイボリー/サハ
ラ (380)。

 カスタムプリ ント : 価格についてはキャン
ブロの担当者までお問い合わせください。

‡ ホットカートでの使用はお勧め 
できません。

ルームサービス、米特許D 683,191 Sで保
護されています。

NSF認定は、食品に直に接触しない場合
のみ。

比例配 
分計算

ブラック/ペ
ブルブラック 
(382)

パールグレ
ー/タイタン 
(381)

アイボリ
ー/サハラ 
(380)

•  38 x 51cmのトレーはルームサービ
スに理想的。



1520H

1520CWNS

1520CWNSH

CAMWEAR®・ノンスリップトレイ

•  握りやすく、人間工学的に基づ
いて輪郭成形された取手をつ
けることにより、トレーの見栄
えを高める。

•  しみ、傷やにおいがつきにく
い。

•  耐久性のある、軽量、耐衝撃フ
ァイバーグラス製。

•  積み重ね用スタッキングラグが
トレイをきちんと保管し、トレ
ー間の適切な空気の流れを確
保します。

•  高低温の食洗器に対応。

取手つきCAMTRAYS®

品番 品名 外寸
1418H 取手つきCamtrays 35.5 x 45.7 cm

1520H 取手つきCamtrays 38 x 51

 数量: 12

グループ I のカラーで利用可能。

特別注文の場合、返品はご容赦願います。
最小 1 ケースの注文から。

NSF認定は、食品に直に接触しない場合
のみ。

デジタル印刷処理のみでのカスタマイズ。
詳細に関してはカムトレー　パーソナリ
ぜーション　セクションにお問い合わせ
ください。

比例配 
分計算

•  ヘルスケア患者の食事配送や人の
行き来の多いカフェテリアで理想
的。

•  傷がつきにくい丈夫なカムウェア
製。

•  滑らない表面になっているのでト
レーマットが不要になり、時間とコ
ストが節約できます。

•  耐久性を高め、より安全な運搬や
サービスを提供。

•  積み重ね用スタッキングラグがト
レイをきちんと保管し、トレー間
の適切な空気の流れを確保しま
す。

•  高低温の業務用食洗器に対応。
•  取手付きトレーは、ノンスキッド表

面のものも用意されています。

 カラー： ブラック (110), ダーク クランベ
リー (488), スモークメタル (485)。

*加熱カートでの使用にはお勧めできま
せん。

NSF認定は、食品に直に接触しない場合
のみ。

比例配 
分計算

品番 品名 外寸
ノンスキッド
1418CWNS Camwear®ノンスキッドトレー 35.5 x 45.7 cm

1520CWNS Camwear®ノンスキッドトレー 38 x 51

1418CWNSH*  取手付きカムウェアノンスキッドトレー 35.5 x 45.7
1520CWNSH*  取手付きカムウェアノンスキッドトレー 38 x 51
ノンスキッドなし
1520CWN  取手付きカムウェアトレー 38 x 51
 数量: 12

ブラック  
(110)

ダーククラ
ンベリー 
(488)

スモーク
メタル 
(485)



トレーサービス用配膳カート

•  食事トレーはキッチンから救急治
療患者、老人ホームまたは矯正施
設収容者まで運搬。

•  高品質な食事を病室まで静かに
効率よく届けられるため、患者様
の満足度が高まります。

•  丈夫で、1つなぎの二重壁のポリエ
チレンカートは掃除が簡単で、錆
び、凹み、ひび割れ、欠け、壊れの
心配がありません。

•  電気-不使用、組立て不用。

•  軽量で非-断熱ABSドア機能装
備。

•  ステンレススティール製ノン-マ
ーキングキャスター標準装備
（MDC1411T60はめっきキャスター
が標準装備）。

•  輸送中に閉じたドアを固定するた
めのラッチ機構と、積み込み、あ
るいはサーブ時に270˚のドアを開
いたままにする磁気デバイスを備
えています。

10トレーデュアルアクセスルームサービスカート – ロープロフファイル

メニュークリップで運搬経
路や内容リストを掲示でき
ます。

通気性が良く丈夫で軽量
のABS樹脂製ドアは、非
断熱性で、270˚まで大き
く開きます。

全周囲に一体成形された下
部バンパーが、カート自体は
もちろん、周囲の壁や家具を
保護します。

ポリウレタン断熱材によ
り、静かに食事を運搬す
ることができ、構造強度
にも優れています。

一体成形された人間工学
的大型取手設計により、運
搬・操作が簡単です。

一体成形されたレールで、静
かに食事を運搬できます。レ
ール間隔は13.34 cm。

38 x 51cmまたはユーロノー
ム37 x 53cmのトレイを最大
10枚まで保管できます。

中央の開口部による自然換気
で、食品の品質と湿度を最適
に保ちます。

一体成形されたマリーンレールにより、
配膳時の作業面積が広く取れます。マリ
ーンレールは運搬時ではなく、配膳の
際に使用するよう設計されています。

完全ロッキングキャ
スターが回転動作お
よびウィールをロック
します。

CODE MDC1520S10D
トレーサイズ 38 x 51 / 37 x 53 cm 
コンパートメント当たりのトレー数/レール間隔 5 / 13.3 cm
外寸 幅 x 奥行き x 高さ 77.5 x 97.5 x 109 cm
内寸 幅 x 奥行き x 高さ 53.6 x 78.7 x 66.6 cm
キャスターの種類 ナイロン製、12.7 cm  

(固定2個、ブレーキ付きスイベル2個)
ユニット重量 42 kg
 数量：1　 カラー：グラニットグレー (191)、グラニットサンド (194)。

シングルドア10トレーミールデリバリーカ
ートは、米国特許第D 723,237 S号の適用
を受けています。



10トレーシングルドアルームサービスカート – ロープロフファイル

品番 MDC1520S10 MDC1520S10HD
トレーサイズ 38 x 51.5 cm & 37 x 53 cm 38 x 51.5 cm & 37 x 53 cm
レール毎トレー枚数 / レール間隔 2 / 13.3 cm 2 / 13.3 cm
外寸 幅 x 奥行き x 高さ 77.5 x 97.5 x 109 cm 77.5 x 97.5 x 110.5 cm
内寸 幅 x 奥行き x 高さ 53.7 x 78.7 x 66.7 cm 53.7 x 78.7 x 66.7 cm
キャスターの種類 ナイロン製、標準 

キャスター 12.7 x 3.2 cm
ヘビーデューティ 
キャスター 15.2 x 5.1 cm

ユニット重量 35.4 kg 40.8 kg
 数量：1　 カラー：グラニットグレー (191)、グラニットサンド (194)。

埋め込み成形式レールで
静かに食事を運搬でき
ます。レール間隔は最大
13.34 cm です。

ポリウレタン製断熱材を使
用しているため、食事を静
かに運搬できるうえ、構造
強度にも優れています。

人間工学に基づくエルゴノミッ
ク形状に埋め込み成形された
大型ハンドルが付いているた
め、運搬・操作が簡単です。

下部バンパーを全周囲に埋め込
み成形しているため、カート自体
はもちろん、周囲の壁や家具にも
傷が付きません。

背面にルーバー式通気口が付い
ているため、通気性も抜群です。

通気性に富み軽量なABS樹
脂製のドアには断熱効果
がなく、270˚まで大きく開
きます。

マリーンレールが埋め込み成形
されているため、配膳時の作業
面積が広く取れます。マリーン
レールは配送ではなく、配膳へ
の利用を想定しております。

メニュークリップで運搬経
路や内容リストを掲示で
きます。

図は、丈夫なステンレス製でわだち後
の付かない13 cm オフセットキャスタ
ー4個付き（固定タイプ2、ブレーキ付
きスイベルタイプ2）です。ヘビーデュ
ーティタイプのキャスターもご用意し
ています。

•  エアポットを3本まで保持し、 
安全に 運搬・配膳を行います。

•  コンパートメントは、かき混ぜ棒や
ナプキン、さまざまなコンディメン
ト用に設計されています。

• 色や臭いがつきにくい材質。
• 丈夫なABS樹脂製。
•  Cambroの10トレイルームサービス

カートに適しています。

BSACS特許申請中。

エアポット・コンディメントステーション

品番
寸法 
幅 x 奥行き x 高さ 数量

BSACS 59 x 39 x 15.2 cm 1

  カラー：ブラック(110)。　エアーポットは付属してい
ません。



低プロフィール
品番 MDC1520S20 MDC1418S20
トレーサイズ 38 x 51.5 cm 36 x 46 cm
カート毎トレー枚数 20 20
コンパートメント毎トレー枚数 10 10
コンパートメント毎レール数 5 5
レール毎トレー枚数 2 2
レール間隔 13.9 cm 13.9 cm
ドア数 2 2
コンパートメント数 および ルーバー式通気口 2 2
メニュークリップ数 2 2
メニュークリップの場所 ドア毎に1個 ドア毎に1個
ハンドル - 種類と場所 端に1個づつ一体成型 端に1個づつ一体成型
キャスターの種類 ナイロン製、15.2 cm 

(ブレーキ付きスイベル2個、固定2個、オフセット)
ナイロン製、12.7 cm 
(ブレーキ付きスイベル2個、固定2個、オフセット)

ラッチ 内側にナイロン摩擦2個 内側にナイロン摩擦2個
外寸 幅 x 長さ x 高さ 96.5 x 140 x 110 cm 83 x 123.5 x 112 cm
内寸 幅 x 奥行き x 高さ 53.5 x 77 x 70 cm 47 x 71.5 x 74 cm
ユニット重量 70.31 kg 64.18 kg
 数量：1

マリーンレールは配送ではなく、配膳へ
の利用を想定しております。

 カラー：スレートブルー (401)、グラニット
グレー (191)、グラニットグリーン (192)、グ
ラニットサンド (194)。(どのカートもライト
クリームのドア。)

MDC1520T16およびMDC1418T16には、米
国特許D 398,727が適用されています。

MDC1520S20 
背面図（ルーバー式通気口）

20-食事配送カート – ロープロファイル



マリーンレールは配送ではなく、配
膳への利用を想定しております。

トール 
プロフィール
品番 MDC1520T30 MDC1520T16 MDC1418T30 MDC1418T16
トレーサイズ 38 x 51.5 cm 38 x 51.5 cm 36 x 46 cm 36 x 46 cm
カート毎トレー枚数 30 16 30 16
コンパートメント毎トレー枚数 10 8 10 8
コンパートメント毎レール数 10 4 10 4
レール毎トレー枚数 1 2 1 2
レール間隔 12.7 cm 13.3 cm 12.7 cm 13.3 cm
ドア数 3 1 3 1
コンパートメント数 3 2 3 2
メニュークリップ数 5 1 5 1
メニュークリップの場所 ドア毎の端 カートの後側 ドア毎の端 カートの後側
ハンドル - 種類と場所 頑丈なナイロン、 

端に1個取付け
一体成型、端に1個ずつ 頑丈なナイロン 

端に1個取付け
一体成型、端に1個ずつ

キャスターの種類 ナイロン製、15.2 cm(固定 
2個、ブレーキ付きスイベ 
ル4個、オフセット)

ナイロン製、15.2 cm(固定 
2個、ブレーキ付きスイベ 
ル2個、オフセット)

ナイロン製、15.2 cm(固定 
2個、ブレーキ付きスイベ 
ル4個、オフセット)

ナイロン製、15.2 cm(固定
2個、ブレーキ付きスイベ
ル2個、オフセット)

ラッチ 摩擦キャッチ、安全ロック 
フック無し、運搬用ラッチ*

大型パドルラッチ 摩擦キャッチ、安全ロック 
フック無し、運搬用ラッチ*

大型パドルラッチ

外寸 幅 x 長さ x 高さ 74.5 x 152.5 x 162 cm 99.4 x 77.8 x 147.6 cm 74.3 x 152.4 x 161.6 cm 93 x 71.5 x 148 cm
内寸 幅 x 奥行き x 高さ 39 x 53.34 x 127 cm 52.5 x 55 x 77.5 cm 37 x 55 x 127 cm 46.5 x 55 x 74.6 cm
ドアの幅 77 cm 79 cm 77 cm 73 cm
ユニット重量 95.25 kg 62.37 kg 97.07 kg 54.88 kg
 数量：1  カラー：スレートブルー (401)、グラニットグレー (191)、グラニットグリーン (192)、グラニットサンド (194)。(どのカートもライトクリームのドア。) *ステンレス製の運搬用ラッ
チが各ドアの上についています。MDC1520T16およびMDC1418T16には、米国特許D 398,727が適用されています。軽量用として、トレー30枚容量のカートを、運搬用スチールラッチ
なしでご希望の方は、品番MDC1520T30NL または MDC1418T30NLを使ってください。

16と30トレー食事配送カート – ハイプロファイル



品番 MDC1411T60
トレーサイズ 36.5 x 26.8 cm ベーストレー 1411CW、1411CP 
カート毎トレー枚数 60
コンパートメント毎トレー枚数 20
コンパートメント毎レール数 10
レール毎トレー枚数 2
レール間隔 12.7 cm
コンパートメント数 3
メニュークリップ数 無し
ハンドル - 種類と場所 安全ネジ付き強化アルミニウム、

仕上げはブラック、後側に1個
キャスターの種類 15.2 cm のフェノール樹脂製強化

キャスター、トレッドは幅5.1 cm、
ブレーキなし回転2個、固定2個

ラッチ 内部摩擦キャッチ、ドア毎に2個、
安全ロックフック無し、運搬用ラッチ*

外寸 幅 x 長さ x 高さ 74.3 x 152.4 x 161.6 cm
内寸 幅 x 奥行き x 高さ 37 x 55 x 127 cm
ドア幅 76.2 cm
ユニット重量 97.98 kg
 数量：1  カラー：スレートブルー (401)、グラニットグレー (191)、 
グラニットグリーン (192)、グラニットサンド (194)。どのカートもライトクリームのドア。 
*ステンレス製の運搬用ラッチが各ドアの上についています。

1411CPベーストレは853FHインサ
ートトレーが付いています。

MDC1520S20, MDC1418S20 MDC1520T16, MDC1418T16 MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60**

ミールデリバリーカー 
トの特長とキャスターの配置

60-矯正施設トレーサービス用トレー食事配送カート

•  矯正施設で使用。
•  853インサートトレーつき1411CW

または1411CPキャンブロトレー
を各60または、10146DCWまたは
10146DCPセパレーターコンパート
メントトレーを各60収納。

•  取手の安全ネジ、ドアナックルのス
トップロック、トランジットラッチ
用安全ボルト、ロックナットつきの
キャスター根角ボルトの安全機能
を装備。

ハンドル リードインキャスター

一体成形ハンドルで移動が簡単です。 丈夫なナイロン製ハンドルはしっかり
固定されており、各サイドに収納できま
す。**MDC1411T60には、不正開封防止機
能付きの丈夫なアルミニウム製チューブ
型ハンドルが設置されています。

各サイドの一体成形ハンドルで移動がス
ムーズです。

キャスターは、水平でない面でも動かしや
すくするため少しずらした位置に付いてい
ます。この取り付け方は、 MDC1520S10, 
MDC1520S10D, MDC1520S20, 
MDC1418S20, MDC1520T30, 
MDC1418T30, MDC1411T60で標準です。

MDC1520S20, MDC1418S20, 
MDC1411T60

MDC1520S10, MDC1520S10D, 
MDC1520T16, MDC1418T16

MDC1520T30, MDC1418T30

標準キャスターの構成:
これらのキャスター構成は平らでな
い面に対しての安定と機動性を供給
するように設計されています。
オプションのキャスター構成について
は、Cambroの担当者にお問い合わせ
ください。

ド
ア

ド
ア

ド
ア

回転

固定


