
 をもって 

安全第一の設計

CVC75 移動式食品自 
動販売車

多用途で耐久性のあるモバイルソリューションは、
屋内外を問わず、最大限のメニューの柔軟性を提供
します。
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あなただけのカ 
ートを作ろう

最低 
85.4 cm 

の出入り口
が必要

エンドテーブル 迅速なサ
ービスを可能にする

CVC75  
モバイルフード
ヴェンディングカート

3つのオープン収納コンパートメント  
Cambro EPP GoBoxesの再入荷に最適です。

標準の30cmセーフティ
バリアにオプ ションのレベ
ルを追加することで、商品陳
列スペースとオペレーターの
安全性を高めることができ
ます。

標準のラップにロゴを入れたり、新しいデザインにしたり、ラップのカスタ
マイズが可能です。

自分だけのオリジナルを作ろう

オープンウェルデザイン — 食材やメニューの配置
を工夫し、効率的な配膳を実現

オールウィーサー・ビニールラップ

* CVC75カートにはすべてラップが付属しています。



寸法および製品コード

コード 説明 外形寸法 長さ x 幅 x 高さ
フルパンサ 
イズ容量

CVC75 自動販売機用ベースユニット、安全バリア付き 190.5 x 85 x 135 cm 5

CVC75B ベースユニットのみ 190.5 x 85 x 95 cm 5

オプションアクセサリー*
CVC75DC6 15.2 cm 高さのマーチャンダイジング・ディスプレイ — —

CVC75DC12 30.3 cm 高さのマーチャンダイジング・ディスプレイ — —

CVC75DCE6 15.2 cm 高さのマーチャンダイジング・ディスプレイ・エクステンダー — —

CVC75DCE12 30.5 cm 高さのマーチャンダイジング・ディスプレイ・エクステンダー — —

CVC75LET 40.6 cm 左サイドエンドテーブル — —

CVC75RET 40.6 cm 右サイドエンドテーブル — —

CVC75LSRL 調整可能なキャビネット下部棚板2枚セット — —

ケースパック：1 カラー：ブラック（110）。 *すべてのアクセサリーはブラック（110）のみです。

CVC75 モバイルフードベンディングカート



バーサフードサービスシステム

バーサストレートコネクタおよびバーサコーナーコネクタ
複数のコンポーネントを簡単かつ安全に接続して一続きのシステムにでき、ス
ペースを最大限に利用してさまざまな販売方法に対応します。

ビュッフェカムチラー
氷を使わずに、安全な保冷時間を維持します。ダブルサイドのビュッフェカム
チラーには、6.5および10 cmのパンが入ります。バーサフードバー、バーサワ
ークテーブル、テーブルトップフードバーに入れることができます。

バーサフードサービスシステムは、手
頃な価格でカスタムデザインを実現
します。本製品は電源を必要としな
い、用途の広いポータブルシステム
で、コールドフェストパン®またはビュ
ッフェカムチラー®を使って食品を長
時間保存できます。どのような天候
にも対応する耐久性の高い材質が使
用されており、お手入れが簡単です。
フードサービスの必要性に応じて、さ
まざまな組み合わせが可能で。

•  エルゴノミクスの成形ハンドルが
両側に取り付けられ、操作が簡単
に行えます。

•  バーサフードバーとワークテーブル
の両方に排水用蛇口が付いている
ため、ホースを接続して、排水と洗
浄が簡単にできます。

•  フードバーまたはワークテーブル
にエンドテーブルを追加して、トレ
イ、調味料、紙用品を載せること
ができます。

バーサカート
•  バーサカートにフードバーまたは

ワークテーブルを接続して、チェッ
クアウトを迅速にし、人の流れを
スムーズにできます。

•  バーサカートには、調節可能なシ
ェルフ、標準の施錠可能な引き出
しが付属し、カートの上部および
フロントデザインパネルから電気
類にアクセスできます。

すべてのコンポー 
ネントはNSF要件に 
完全に準拠してい 
ます。

バーサ食品サービスシステムは、米国特
許第9084498 B2下に覆われています.

•  オプションのトレーのレールは簡
単に調節可能で、高さを下げるこ
とができます。

•  オプションのプルアウトキーボード
トレーは引き出しの中に収まりま
す。



VBRT5

VBRUT5

VCS32R

VBRTBL

バーサバーおよびバーサワークテーブル
•  2つの安全ストレージキャビネット

付きで、生鮮食品以外の食品を各
コンパートメントに最大22.7 kg入
れることができます。

バーサワークテーブル
•  調理台、ディスプレイ、セルフサー

ビスステーション、バックバーに最
適です。

•  ワークテーブルをフードバーに取
り付ければ、軽食や飲み物の販売
に便利です。

•  バーサワークテーブルにはすべ 
て専用のウェルカバーが付属し
ます。

バーサフードサービスシステム

スペースを最大限に利用し、お客様
の流れをスムーズにし、商品陳列スペ
ースを増やし、ハイセンスなサラダバ
ーを作るのに適しているのが、バー
サフードサービスシステムです。

標準モデル

幅 83 cm

幅 114 cm

高
 160 cm

ストレージの寸法： 
長さ 54.61 x 幅 44.45 x 高さ 45.72 cm 
（キャビネット1室当たり）各キャビネッ
トの容量は0.11 M3です。

すべてのコンポー 
ネントはNSF要件に 
完全に準拠してい 
ます。

すべてのコンポー 
ネントはNSF要件に 
完全に準拠してい 
ます。

高
 86.4 cm 

低
い

 68.6 cm 

Versa Food Bar®

 表示通り：VBR5は、2つのオプシ
ョンのVCS32Rと1つのオプション
のVBRTBLで示されています。

オプションの2-VBRR6 
2-VBRTBLを備えたVRB6

パッケージ製品コ
ードのQRコードを
スキャンしてくだ
さい。



バーサフードサービスシステム

品番 品名
外寸  
長さ x 幅 x 高さ

フルサイズフ  
ードパン容量

ウェル内寸  
長さx幅x高さ

Versa Food Bar®、標準タイプ
VBR5 152 cm、標準キャスター付き 175.3 x 108 x 159.4 cm 4 132.8 x 53.3 x 18 cm

VBRHD5 152 cm、強化キャスター付き 175.3 x 108 x 159.4 4 132.8 x 53.3 x 18

VBR6 183 cm、標準キャスター付き 208.3 x 108 x 159.4 5 165.4 x 53.3 x 18

VBRHD6 183 cm、強化キャスター付き 208.3 x 108 x 159.4 5 165.4 x 53.3 x 18

Versa Food Bar、ウルトラシリーズ - 標準タイプ
VBRU5 152 cm、標準キャスターおよびストレージ付き 175.3 x 108 x 159.4 4 132.8 x 53.3 x 18

VBRUHD5 152 cm、HDキャスターおよびストレージ付き 175.3 x 108 x 159.4 4 132.8 x 53.3 x 18

VBRU6 183 cm、標準キャスターおよびストレージ付き 208.3 x 108 x 159.4 5 165.4 x 53.3 x 18

VBRUHD6 183 cm、HDキャスターおよびストレージ付き 208.3 x 108 x 159.4 5 165.4 x 53.3 x 18

Versa Food Bar、低タイプ
VBRL5 152 cm、標準キャスター付き 175.3 x 108 x 141.6 4 132.8 x 53.3 x 18

VBRLHD5 152 cm、強化キャスター付き 175.3 x 108 x 141.6 4 132.8 x 53.3 x 18

VBRL6 183 cm、標準キャスター付き 208.3 x 108 x 141.6 5 165.4 x 53.3 x 18

VBRLHD6 183 cm、強化キャスター付き 208.3 x 108 x 141.6 5 165.4 x 53.3 x 18

バーサワークテーブル、標準タイプ
VBRT5 152 cm、標準キャスター付き 175.3 x 68.6 x 92.1 4 132.8 x 53.3 x 18

VBRTHD5 152 cm、強化キャスター付き 175.3 x 68.6 x 92.1 4 132.8 x 53.3 x 18

VBRT6 183 cm、標準キャスター付き 208.3 x 68.6 x 92.1 5 165.4 x 53.3 x 18

VBRTHD6 183 cm、強化キャスター付き 208.3 x 68.6 x 92.1 5 165.4 x 53.3 x 18

バーサワークテーブルウルトラシリーズ - 標準タイプ
VBRUT5 152 cm、標準キャスターおよびストレージ付き 175.3 x 68.6 x 92.1 4 132.8 x 53.3 x 18

VBRUTHD5 152 cm、HDキャスターおよびストレージ付き 175.3 x 68.6 x 92.1 4 132.8 x 53.3 x 18

VBRUT6 183 cm、標準キャスターおよびストレージ付き 208.3 x 68.6 x 92.1 5 165.4 x 53.3 x 18

VBRUTHD6 183 cm、HDキャスターおよびストレージ付き 208.3 x 68.6 x 92.1 5 165.4 x 53.3 x 18

バーサワークテーブル、低タイプ
VBRTL5 152 cm、標準キャスター付き 175.3 x 68.6 x 74.3 4 132.8 x 53.3 x 18

VBRTLHD5 152 cm、強化キャスター付き 175.3 x 68.6 x 74.3 4 132.8 x 53.3 x 18

VBRTL6 183 cm、標準キャスター付き 208.3 x 68.6 x 74.3 5 165.4 x 53.3 x 18

VBRTLHD6 183 cm、強化キャスター付き 208.3 x 68.6 x 74.3 5 165.4 x 53.3 x 18

 数量： 1

品番 品名
外寸 
 間口x奥行x高さ

バーサカート
VCSWR ダブルトレーレールおよび標準キャスター付き 134 x 81.9 x 109.2 cm

VCSWRHD ダブルトレーレールおよび強化キャスター付き 134 x 81.9 x 109.2

VCS 標準キャスター付き、トレーレール無し 81.3 x 81.9 x 109.2

VCSHD 強化キャスター付き、トレーレール無し 81.3 x 81.9 x 109.2
コネクタ
VBRC ストレートコネクタ - フードバーとフードバーを接続 68.6 x 48.3 x 10.8

VBRC90 コーナーコネクタ - フードバーとフードバーを接続 91.4 x 91.4 x 10.8

VCS32CNT ストレートコネクタ - カートを標準タイプのフードバー/ワークテーブルに接続 68.6 x 51.75 x 8.26

VCSCNL ストレートコネクタ - カートを低タイプのフードバー/ワークテーブルに接続 68.6 x 51.75 x 21.59

 数量： 1   
バーサフードバー、バーサワークテーブル、バーサカート、コネクタ、ウェルカバーの色: ブラック (110), * ホットレッド (158),  
* ネイビー ブルー (186), * グリーン (519)。
 トレーレールおよびエンドテーブルのカラーのみ： グラニットグレー (191), ** ブラック (110)。　
* バーサフードバー、バーサワークテーブル、バーサカート、コネクタ、ウェルカバー、トレーレイル、エンドテーブルの特注色。　 
** トレーレールおよびエンドテーブルのみの受注生産カラーです。受注生産品は在庫品ではありません。また、返品も受け付けており
ません。



SBH18 SBH15

183 cm 152 cm

183 cm 183 cm

152 cm 152 cm

 トレーレール2本付きVersa Cart 
(VCSWR、VCSWRHD): それ以外は全品、
グラナイトグレー (191) のトレーレールと
なります。別の色のトレーレールをご要
望の場合は、レールなしVersa Cart (VCS
またはVCSHD) と別売りのトレーレール 
(VCS32R) をご注文いただく必要があり
ます。

 コネクタのカラー:ブラック (110),  
ホットレッド (158), ネイビーブルー (186), 
グリーン (519)。

 ビニールカバーカラー: オパーク (000)。

 サインホルダカラー: クリアー (152)。

フードバー専用アクセサリー

必要なアクセサリーが  
すべてそろっています。
•  クロックおよびサラダボウルホル

ダーは、サラダ、調味料、ドレッシ
ングを分かりやすく整理します。

•  トレイがおけて料理が取りやすく
なるトレーロール。

詳細に関してはCamwear® フードパン
およびクロックスのページをご覧くだ
さい。

 ビュッフェカムチラーのカラー:  
コールドブルー (159)。

 ディバイダーバーのカラー： 
ホワイト (148)、クリアー (152)。

 ウェルカバーのカラー:  
ブラック (110)、 ホットレッド (158)、  
ネイビーブルー (186)、 グリーン (519)。

 キーボードトレーのカラー:  
ブラック (110)。

 クロック、サラダボウルホルダーの色： 
ホワイト (148)、 グラニットグレー (191)。

バーサフードバーには、米国特許
D 615,323 SとD 620,730が適用されてい
ます。バーサフードバーウルトラシリーズ
は米国の特許を取得しています。特許番
号D702,066 S号。バーサカートには米国
特許第D 653,830 S号が適用されていま
す。ビュッフェカムチラーには米国特許第
D 618,4765 S号が適用されています。すべ
てのその他部品は特許申請中です。

*NSF認証製品ではありません 。

コンポーネント

品番 品名
外寸  
長さ x 幅 x 高さ 数量

VBRR5 152 cm用トレーレール - バーサフードバー/バーサワークテーブル 134.6 x 29.2 x 11.6 cm 1

VBRR6 183 cm用トレーレール - バーサフードバー/バーサワークテーブル 167.6 x 29.2 x 11.6 1

VCS32R バーサカート用トレーレール 71.12 x 29.7 x 12.7 1

VBRTBL バーサフードバーおよびワークテーブル用エンドテーブル 68.6 x 55.88 x 11.43 1

VBRCVR5* 152 cm バーサフードバー用ビニールカバー 185.4 x 110.5 x 116.8 1

VBRCVR6* 183 cmバーサフードバー用ビニールカバー 210.8 x 110.5 x 116.8 1

VBRTCVR5* 152 cmバーサワークテーブル用ビニールカバー 177.8 x 85.1 x 53.3 1

VBRTCVR6* 183 cmバーサワークテーブル用ビニールカバー 210.8 x 85.1 x 53.3 1

VCSCVR* バーサカート用ビニールカバー 106.7 x 83.8 x 91.4 1

VBRSHTS* バーサフードバー標識ホルダー 91.4 x 15.2 x 23.5 1

DIV12 30.5 cm ディバイダー 32.39 3

DIV20 51 cm ディバイダー 53.02 3

CPH3 クロックホルダーの容量は1.4および2.6L です 長さ 33 x 幅 53 1

SBH15 サラダボウルホルダーには38.1 cmのボウル1つとクロック3つが入ります 長さ 65.5 x 幅 53 1

SBH18 サラダボウルホルダーには45.7 cmボウルが1つ入ります 長さ 65.5 x 幅 53 1

CPB1220 バーサフードバー、ワークテーブル、テーブルトップフードバーのためのビュッフェカムチラー 46.99 x 32.07 x 10.16 1

VBRWC バーサフードバー/ワークテーブル用バーサウェルカバー 53.02 x 33.02 x 5.08 1

VCS32KEYT バーサカートキーボードトレー 52.4 x 25.71 x 5.08 1
 バーサフードバーウェルカバーバーサフードバーにはキャビネット付き/なしのバーサフードバーを含みます。

–  小型サイズのフードパンは、バラエ
ティに富んだ配置、組み合わせが
可能です。 
用途に合わせて、いろいろな組み
合わせをお試しください。

–  183cmサイズ・フードバーにフルサイズ
のフードパン。

–  152cmサイズ・フードバーにフルサイズ
のフードパン。

–  183 cmフードバーにサラダボウルホルダー1つとクロックスホルダー3つが入ります。
–  152 cmフードバーにサラダボウルホルダー1つと クロックスホルダー2つが入ります。

サラダボウルホルダーはSBH18とSBH15の2種類があります。 
クロックスホルダーCPH3には1.4Lと2.6Lのクロックが入ります。



品番
外寸 
間口 x 奥行き x 高さ

フルサイズの
フードパン収容量

内寸 
間口 x 奥行き x 深さ

テーブルトップフードバー
6FBRTT 181.6 x 84.5 x 68.6 cm 5 159.7 x 51.1 x 16.5 cm
5FBRTT 161.3 x 84.5 x 68.6 4 127.2 x 51.1 x 16.5
4FBRTT 129.5 x 84.5 x 68.6 3 94.6 x 51.1 x 16.5
ビュッフェバー
BUF72 171.5 x 61 x 17.8 5 159.7 x 51.1 x 12.7
BUF48 106.2 x 61 x 17.8 3 94.6 x 51.1 x 12.7
ビュッフェバー、スニーズガード付き
BBR720 187.6 x 61.3 x 62.2 5 159.7 x 51.1 x 12.7
BBR480 121.9 x 61.3 x 62.2 3 94.8 x 51.1 x 12.7
 数量: 1

 フードバーのカラー： 
ブラック (110)、コールドブルー (159)、 
ネイビーブルー (186)、グリーン (519)、 
ホットレッド (158)、グラニット。

クロックスホルダーとサラダボウルのカ 
ラーはホワイト (148)、グラニットグレ
ー (191)、 サンドストーン (614)。

BUF48とBUF72はNSFのリスト上に掲載。

NSF 認定は、食品に直に接触しない場
合のみ。

テーブルトップフードバー、ビュッフェバー&スニーズガード

ビュッフェバー
•  スナックや冷たい飲み物などに最

適です。
•  ビュッフェバーにスニーズガードを

付ければ、シングルサイドのセル
フサーブビュッフェとして使用でき
ます。

BBR480 ビュッフェバー、
スニーズガード付き

BUF48 ビュッフェバーベース 
ソフトドリンクを入れて、飲料の売上増加をはかりましょう。

4FBRTT テーブルトップフードバー 
ビュッフェカムチラー®をご利用いただけます。

テーブルトップ・ 
フードバー
•  122 – 183 cm のテーブルを使っ

て、ダブルサイドのセルフサービス
ビュッフェやビバレッジステーショ
ンができます。

•  ビュッフェカムチラーまたは氷を
使用すれば、厚手の発泡断熱材入
りのウェルで食品を長時間保冷で
きます。

•  排水プラグ付きで、掃除も手早く
簡単です。



•  離れた場所での販売を可能にして
くれます。

•  2つの断熱フードストレージキャビ
ネットが、ホットフード、コールドフ
ードまたは飲み物の温度を安全に
数時間保持します。

•  オプションのウェルカバーを使っ  
てフードパンウェルをカバーし、カ
ウンターのスペースを広げることも
できます。

•  頑丈な全天候ポリエチレン製で発
泡断熱材が入ったこのカートは、
ひびが入ったり、へこん だり、 膨
らみができたり、欠けたり、錆びた
り、割れたりしません。

•  頑丈な15.2 cm のキャスターを  
使ってキッチンからスムーズに  
押し、設置場所でロックできま
す。

カムキオスク® システム – イベントや場所を問わず、利益につながるしシステムです
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品番
フルサイズ
パンウェル

寸法
長さ x 幅 x 高さ

カムキオスクカート
KVC854 4 216 x 85 x 179 cm
KVC854C 4 216 x 85 x 239
KVC856 6 216 x 85 x 179
KVC856C 6 216 x 85 x 239
 C: キャノピ

カムキオスク® カート & システム

コンパートメント毎の収納容量
2つのホットまたはコールド保管キャビ  
ネットには、次のカバー付きフードパン  
を入れることができます。 
GN 1/1フルサイズ深さ6.5 cmのフードパ
ン12個、 
GN 1/1フルサイズ深さ10 cmのフードパン
8個、 
GN 1/1フルサイズ深さ15 cmのフードパン
6個、 
GN 1/1フルサイズ深さ20 cmのフードパ
ン4個。 
2025 カムトレー4枚または  
3253 カムトレー8枚。

品番 品名
サイズ
長さ x 幅 x 高さ 数量

オプションのアクセサリー
CB1220 カッティングボード 53.5 x 33.5 x 1.3 cm 1

CP814 20.32 x 35.56 cm カムチラー® 3.81 x 20.32 x 35.56 1

CP1220 カムチラー 53 x 33 x 3.8 1

WCR1220 ウェルカバー 53.5 x 33 x 5 1

1600DIV サーモバリアー® 断熱シェルフ 53 x 33.5 x 3.8 2

ウェル6個型

ウェル4個型

カムチラー® フードパンウェルの上に  
直接のせるか、またはカムキオスクの断熱
ホールディングキャビネットの上にのせる
と、冷たい食品を運搬･サービス時に冷た
く保持できます。

ポールが伸縮するので、
キャノピーを30.5 cm 下げ
て保管できます。

フロントディスプレーパネル  
(Crusing Café® パネルは標準仕様です)

パネル毎のセットアップ料金 **

色毎の料金 **

**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。

キャノピーの縁とトップパネル  
(1面毎の料)
1 色 **
2 色 **
3 色 **

カムキオスクカートにカスタムプリントを入れて販売促進。

KVC854Cカート、フードパン4枚用ウェルとパラソル付き。

カートのカラー

カートのカラー

キャノピーのカラー

キャノピーのカラー

ベージ
ュ

グリー
ン 

グラニット
グレー 

グラニット
グリーン

ネイビー  
ブルー

ホットレ
ッド

グリー
ン

ブラックベース、
グラニットグレー
トップ & ドア

 ウェルカバーのカラー：ブラック (110)、 
ホットレッド (158)、ネイビーブルー (186)、
グリーン (519)、グラニットグレー (191)、グ
ラニットグリーン (192)。

 15.24 cm  キャスター：固定2個、回転2
個、ブレーキ付き2個。

 カッティングボードのカラー： 
ホワイト (148)。 
 カムチラーのカラー：コールドブルー (159)。 
 サーモバリアーのカラー： 
スレートブルー (401)。

Camchiller & 
ThermoBarrier



カムキオスク® ハンドシンカート、ワークステーション & エクイップメントスタンド

ウォーターヒータは最高11.25アンペア、ウ
ォーターポンプは最高0.7アンペア  
使用。ハンドシンクカートの電気系は  
平均10アンペア使用。

ADA 蛇口もあります。詳細についてはキャ
ンブロ取扱店にご確認ください。

ハンドシンクカート
•  自給式電気ハンドウォッシングシ

ステムを、カムキオスクカートとい
っしょに使うこともできます。

•  温水と冷水がでて、70回まで手を
洗うことができます。

•  付属品：ダブルシンク、19L淡水タ
ンク2個、28.5L排水タンク2個、ハ
ンドソープディスペンサー、ロール
型ペーパータオルホルダー。

•  耐久性のあるポリエチレン製で、ひ
びが入ったり、へこんだり、膨らみ
ができたり、欠けたり、錆びたり、
割れたりしません。

•  ハンドシンクカートは手洗い専用
です。飲み水用の浄化フィルター
はついていません。

くぼみがあるので、 
前に座って脚が  
ぶつかりません。

エクイップメント  
スタンド
•  セルフサービスステーション、 

準 備エリア、レジとして利用  
できます。

•  電気コードやケーブル用に、 
カウンターと側面に穴が開いてい
ます。

•  頑丈な軽量ポリエチレン製で、 
ひ びが入ったり、へこんだり、膨ら
みができたり、欠けたり、 
錆 びたり、割れたりしません。

•  組み立て不要。

ワークステーション
•  メニュー品のディスプレイや作業

スペースの追加、販売レジとしても
利用できます。

•  下にある広い保管スペースは、備
品の保管に便利です。

•  頑丈な全天候ポリエチレン製で、
ひびが入ったり、へこんだり、膨ら
みができたり、欠けたり、錆びた
り、割れたりしません。

ハンドシンクカートは手を洗うためにデザ
インされています。飲料水用の  
フィルターや浄水器はついていません。

品番 ボルト
サイズ
長さ x 幅 x 高さ

KSC402 110V 103 x 84 x 116 cm
 数量： 1

品番 品名
サイズ
長さ x 幅 x 高さ

KWS40 ワークステーション 103 x 84 x 116 cm
CB1220 カッティングボード 53.5 x 33.5 x 1.3
 数量： 1

品番 品名
寸法
幅 x 奥行き x 高さ**

ES28 スタンドのみ 71 x 71 x 99 cm

ES28RL* スタンド、引き出しの 
両側にレール、低タイプ

112 x 71 x 99

** トレーレイル含有。高さはキャスター込みです。　

 カラー：グラニットグレー (191)、グラニッ
トグリーン (192)、グラニットレッド (193)
、グラニットサンド (194)、ネイビーブルー 
(186)、ホットレッド (158)、グリーン (519)、
グラニットグリーンベース、ブラックトップ 
& ドアー (425)、ブラックベース、グラニッ
トグレートップ & ドアー (426)。

 15.2 cm  キャスター：固定2個、 
回転(ブレーキ付) 2個。

ハンドシンクカートは米国の特許を取得し
ています。特許番号6,173,458 B1号。

 
ウォーター  
ポンプのみ。

ハンドシ
ンクウォ
ーターポ
ンプ、UL 
& CE 承
認済み

 カラー：グラニットグレー (191)、グラニッ
トグリーン (192)、ネイビーブルー (186)、
ホットレッド (158)、グリーン (519)、グラニ
ットグリーンベース、ブラックトップ & ドア
ー (425)、ブラックベース、グラニットグレ
ートップ & ドアー (426)。

 15.2 cm  キャスター：固定2個、 
回転 (ブレーキ付) 2個。

 上のワークエリア寸法：57.2 x 66 cm。

 カラー：ブラック(110)。

 12.7 cm  キャスター：固定2個、 
回転 (ブレーキ付) 2個。

*特別注文の場合、返品はご容赦願い
ます。

オプションのカッティングボードと
ロール型ペーパータオルディスペ
ンサーを取り付けた状態。

•  蛇口は鉛フリー規制を順守してい
ます。



CVC724

CVC72

•  キッチンから離れた場所やカフェ
テリアなどでの販売に利用でき、
お客様の待ち時間を短縮します。

•  頑丈なポリエチレン製で、ひびが入
ったり、へこんだり、膨らみができ
たり、欠けたり、錆びたり、割れた
りしません。

•  ディスプレーパネルにカスタムロゴ
やメッセージを入れることができ
ます。

•  大型CVC724とCVC72は、断熱  
フードストレージコンパートメント
とフルサイズのフードパンウェルが
ついています。

•  コンパクトなモデルCVC55には、オ
ープンストレージコンパートメント2
つ、シングルフードパン、カッティン
グボード、パラソル各1つが付属し
ています。

CVC72 & CVC724

品番 CVC724 CVC72 CVC55
外寸* 長さ x 幅 x 高さ 89 x 81 x 239 cm 189 x 81 x 239 cm 140 x 80 x 238 cm
ワークカウンターの高さ 93 cm 93 cm 101 cm
カウンターウェル収納量 4 GN 1/1 センターウェルGN 1/1 1個

外側ウェル2個  
長さ 56 x 幅 39 x 深さ 15 cm

1 GN 1/1

クローズコンパートメント
収納量 (各コンパートメント)

GN 1/1-20 cm + 2個
GN 1/1 深さ6.5 cmフードパン2個
GN 1/1 深さ15 cm フードパン4個
GN 1/1 深さ10 cmフードパン6個
GN 1/1 深さ6.5 cm フードパン8個
2025カムトレー4枚または
3253カムトレー8枚

フルサイズ深さ20 cm + 2個
GN 1/1 深さ6.5 cmフードパン2個
GN 1/1 深さ15 cmフードパン4個
GN 1/1 深さ10 cmフードパン6個
GN 1/1 深さ6.5 cmフードパン8個
2025カムトレー4枚または
3253カムトレー8枚

—

オープンコンパートメント
収納量

キャッシュドロワー1個と
GN 1/1 深さ15 cm フードパン1個
GN 1/1 深さ10 cm フードパン2個  
または
GN 1/1 深さ6.5 cm フードパン3個

キャッシュドロワー1個と
GN 1/1 深さ15 cmフードパン1個
GN 1/1 深さ10 cm フードパン2個または
GN 1/1 深さ6.5 cm フードパン3個

—

パラソルの直径 183 cm 183 cm 152 cm
キャスター 20.3 cm、 

回転 (ブレーキ付) 4個
20.3 cm、 
回転 (ブレーキ付) 4個

15.2 cm、固定 2個、
回転(ブレーキ付) 2個

キャッシュドロワー 有 有 —
メニューボード 有 有 —
ディスプレーパネル 有 有 有
一体成型ハンドル 2 2 1
* パラソルを含む。サービングカウンターの高さは130 cm。

カムクルーザー® ベンディングカート

オープンコンパートメントには、キャッシュ
ボックスやフードパンが入ります。

CVC724には、フルサイズのフードパンを4
枚セット出来ます。カッティングボードま
たはウェルカバーをのせると、作業スペー
スになります。

CVC72には、フルサイズのフードパンが1枚
セット出来、大きい商品用ウェルスペース
が2個あります。

 オープンコンパートメント寸法： 
幅 33.5 x 奥行き 61.5 x 高さ 34 cm

カート 
カラー

パラソル 
カラー

ブラック (110) 

ホットレッド (158)

グリーン (519)

グラニットグレー (191)

グラニットグリーン (192)



CVC55

ユニットはアンブレラおよびカッティングボードと
共に納品されます。フロントディスプレイパネルは
パーソナライズ可能。

品番 品名 使えるカート
寸法
長さ x 幅 x 高さ

オプションのアクセサリー
CB1220 カッティングボード CVC724, CVC72, CVC55 53.5 x 33.5 x 1.3 cm
CP1220 カムチラー® CVC724, CVC72 53 x 33 x 3.8
DIV12 ディバイダーバー CVC724, CVC72, CVC55 32.5ロング
WCR1220 ウェルカバー CVC724, CVC72, CVC55 53.5 x 33 x 5
730STP リテイナーストラップ CVC55 —
 DIV12  数量：3　730STP  数量： 2　 その他の数量： 1　カムチラー、サーモバリアー、ディバイダーバーはNSFリストに記載されていま
す。

オープンコンパートメントは販売に  
必要な機器やカムキャリアーなどの  
収納にも便利です。オプションの  
リテイナーストラップは別売りです。

カムクルーザー® ベンディングカート

電源コードやソーダ用チューブが通るよ
うに、10 x 17 cmのスペースがあります。
使用しない場合は、カバーをすることも
出来ます。

フルサイズまたはディバイダーバーを使用
して各サイズのフードパンを使用すること
が出来ます。

ディスプレーパネル  
カスタムプリント入れ
印刷用アートワークを提出し、ディス
プレーパネル上のカスタムプリントの
位置を指定してください。インクの色
を指定してください。
最高4色まで選べます。
カスタムプリントのサイズ： 
CVC72 およびCVC724  
幅 53.5 x 高さ 74.5 cm  
CVC55 幅 112.5 x 高さ 74.5 cm

印刷用アートワークが添付されていな
い場合には、アート制作費**を  
別途ご請求させていただきます。
この料金がかかる場合には、ご注文
の品を仕上げる前にキャンブロから
ご連絡いたします。
デザイン毎にセットアップ料金** 
と、色毎のカラー料金**を請求  
させていただきます。
カスタムプリント入れは、試し刷りを
確認していただいてから納入までに3
週間ほどかかります。
CVC72およびCVC724 - カスタムプリ
ント入れのご希望がない場合、ディス
プレーは標準装備Campus Cuisineと
なります。
**  料金に関してはキャンブロの 担当者ま

でお問い合わせくだ さい。

ホットドッグカムクルーザー

ソフトドリンクカムクルーザー

ピザカムクルーザー

サンドイッチカムクルーザー

 左側コンパートメントのサイズ： 
幅 61.5 x 奥行き 72.5 x 高さ 70 cm

 右側コンパートメントのサイズ： 
幅 54.5 x 奥行き 72.5 x 高さ 70 cm

カムチラー、サ 
ーモバリアー、デ 
ィバイダーバー

 カッティングボードのカラー：ホワイト (148)。 
 カムチラーのカラー：コールドブルー (159)。 
 ディバイダーバーのカラー：ホワイト (148)、 
クリアー (135)。 
 リテイナーストラップのカラー：ブラック (110)。 
 サーモバリアーのカラー：スレートブルー (401)。

ウェルカバーのカラーはカートと同色です。

CVC55には、米国特許D 362.102が適用さ
れています。

 

CVC55



カムシェルビング プレミアムⓇ シリーズ
フレックスステーションシステム

健康的な食習慣を促進

配膳時間を短縮
学校内のどこにでも設置可能

幼稚園から高校までの学校向けGrab-N-Goソリューション

CPM244867FX1 



CPM244867FX2 

屋内・屋外を問わず、必要に応じてカ
スタマイズ可能

カムシェルビング プレミアムⓇ シリーズ
フレックスステーションシステム
テイクアウト、デリバリー、カーブサイドのステージングに最適です。

CPM244867FX1 
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KD
Ships 
knockdownシェルフ、 

ディバイダ 
ーパネル

コンポネント
簡単な組
み立て

カムゼルビング プレミア
ム・シリーズ
フレックス
ステーション

コード 商品説明
寸法 
D x L x H

プレミアム®シリーズ フレックスステーション
CPM244867FX1 4 段、アングル・ディバイダーバー付き 610 x 1220 x 1700 mm

CPM244867FX2 ソリッドシェルフ1枚、アングルドディバイダーバー付き3段 610 x 1220 x 1700

CPM244867FX3 ソリッドシェルフ4枚、ディバイダーパネル付き 610 x 1220 x 1700

CPM244875FX4 4枚の棚板と仕切り板 610 x 1220 x 1910

CPM244875FX5 2ソリッド・シェルフ、3段、アングル・ディバイダー・バー付き 610 x 1220 x 1910

マーチャンダイザーキット W x H
CSFLEXMERCH Fast & Freshフルキット - サイドパネル2枚、トップパネル1枚 58.42 x 142.24 cm Side 

122 x 20.32 cm Header
CSFLEXMERCH2 Pickup & Goフルキット - サイドパネル2枚、トップパネル1枚 58.42 x 142.24 cm Side 

122 x 20.32 cm Header
CSFLEXMERCH3 ファスト・アンド・フレッシュ・トップパネル・キット 122 x 20.32 cm
CSFLEXMERCH4 ピックアップ＆ゴー・トップ・パネル・キット 122 x 20.32 cm
ケースパック：1 プレミアムフレックスステーション カラー：スペックルグレー（480）。 米国製のみ。

マーチャンダイザー

CPM244875FX5 CPM244875FX5 CPM244867FX3 CPM244867FX3 (1700 mm H)(1700 mm H)
CPM244875FX4 CPM244875FX4 (1910 mm H)(1910 mm H)



6RS68RS8

12RS12 9RS9

•  パック入り調味料、使い捨てナイフ
やフォーク、ナプキンなどを入れて
使います。

•  ビンを2段3列、2段4列、3段3列、3
段4列に組み合わせて使えます。

•  継ぎ目のないポリエチレン製です。
•  平面に置いて使ったり、壁に取り付

けることもできます (各ビンは最高
4.5 kgまで加重可能)。

•  組み立てや洗浄が簡単。

品番 品名 寸法 数量
幅 x 深さ x 高さ

5412CBP ボトルのみ 13 x 30.5 x 11 cm 12

バーサライン組み合わせパック 長さ x 深さ x 高さ (セットした状)

12RS12 ラックとビン12個 64.8 x 54.3 x 36.2 1

9RS9 ラックとビン9個 51.1 x 54.3 x 36.2 1

8RS8 ラックとビン8個 64.8 x 48.8 x 24.1 1

6RS6 ラックとビン6個 51.1 x 48.8 x 24.1 1

 ビンのみカラー：ダークブラウン (131)、
ブラック (110)、スレートブルー (401)、ス
ペックルグレー (480)。

 バーサライン組み合わせパックビン & ラ
ック カラー：ブラック (110)、スペックルグ
レー (480)。

バーサオーガナイザー

ビンはすべて  
別売りです。 
5412CBP

壁に取り付けた12RS12  
バーサオーガナイザー。



ポータブル
キャンバー

®

あらゆるシーン
に対応するバー
持ち運びができ、多目
的に使えるCamBarは、
イベントを面倒に感じる
ことなく、むしろチャン
スにしてくれます。キャ
ンバーは、ボトルから飲
み物を注ぐ時も、様々
な種類のドリンクを作
る時も、機能的でスタイ
リッシュ。 を作るとき
にも、機能とスタイルを
提供します。



あなたのCambar®を作る
サイズ  Cambars® には3つのサイズがあります。

スモール 中型 ラージサイズ
長さ: 137.2 cm
幅:  65.7 cm
高さ: 117.2 cm

サイズ
長さ: 171.5 cm
幅:  72.4 cm
高さ: 120.7 cm

サイズ
長さ: 184.8 cm
幅:  66 cm
高さ: 121.2 cm

デザイン 豊富なカラーとデコレーションから選べる    画像をクリックすると拡大表示されます。

スタンダード デコール デザイナーズ・デコレーション

ブラック
110 シカゴ

770

ダークブ
ラウン 

131

カーメル 
669

スレートブルー 
401

ブラックベース＋
グラニットグレー

420

FEATURES Cambars® は、あらゆる飲料のニーズを満たす様々な機能を備えています。

ポストミックス8ボ
タン
(BAR730 コンプリートシス
テム)

プレミックス6ボタ
ン
(BAR730 コンプリートシス
テム)

専用コールドプレ
ート

5本・7本用スピードレール 容量
36.3kgのアイスシンク
12.7cm 回転キャスター、2個（ブレーキ付 
ビニールカバー 
アイスシンクカバー
ゴミ箱
リテイナストラップ

チャコール 
615



BAR540 BAR540DS
アイスシンクカバー 

スピードレール 

ビニールカバー 

シンクのみ 

5ボトル 

イエス

シンクのみ

5本または7本 

イエス

BAR540の全モデルには、4つの12.7cm回転キャスター（2つはブレーキ付き）が付いています。

持ち運びに便利なコンパクトなドリンクバー。
BAR540

特徴

以下の色からお選びいただけます。

5本収納可能なスピードレール
容量36.3kgのアイスシンク
12.7cm回転式キャスター4個、ブレーキ付き2個
ビニールカバー

ブラック
110

ダークブラウン
131

スレートブルー
401

グラニットサ
ンド
194

チャコールグレー
615

グラニット・グ
レー
191

画像をクリックすると拡大表示されます

寸法
長さ: 137.2 cm
幅 :  65.7 cm
高さ: 117.2 cm



フロント

BAR650とBAR730の全モデルには、4つの6インチ（15,24 cm）回転式キャスター（2つはブレーキ付き）が付属しています。

標準的なエレベーターに収まる中型のドリンクバー
で、店外でのケータリングに最適です。

BAR650 特徴

カラーは以下の通りです。

7本のボトル用スピードレール
容量36.3kgのアイスシンク
ビニールカバー

アイスシンク＆カバー
ゴミ箱
リテイナストラップ

ブラック
110

シカゴ
770

グラニットグ
レー（ブラッ
クベース
420

カーメル 
669

画像をクリックすると拡大表示されます

BAR650
BAR650DS

BAR650CP
BAR650DSCP

BAR650PM
BAR650DSPM

BAR650PMT
BAR650DSPMT

BAR650DX
BAR650DSDX

バッグインボックスシロップポンプ
バッグインボックスラック(3箱収納可能)
カーボネーター
CO2レギュレーター
CO2クランプ＆チェーン
アイスシンクの8回路コールドプレート
アイスシンクおよびカバー
リテーナーストラップ
スピードレール
水ポンプ
水タンク
ウォーターリンクフックアップ（市水源）
廃液ボックス
ビニールカバー

イエス
1

7 瓶

イエス
イエス

イエス
イエス
イエス
1

7 瓶

イエス
イエス

3

1

イエス
イエス
イエス
イエス
イエス
1

7 瓶
イエス

イエス
イエス
イエス

3

1

イエス
イエス
イエス
イエス
イエス
1

7 瓶
イエス
イエス
イエス
イエス
イエス

イエス
イエス
イエス
イエス
1

7 瓶

イエス
イエス

寸法
長さ: 171.5 cm
幅:  72.4 cm
高さ: 120.7 cm



バンケットや大型イベント向けの広々としたロ
ーリングバーです。

BAR730 特徴

これらの色で利用可能

7本のボトル用スピードレール
容量36.3kgのアイスシンク
6ボタンと8ボタンのソーダガン
ビニールカバー

アイスシンク＆カバー
ゴミ箱 
リテーナーストラップ

BAR730
BAR730DS

BAR730CP
BAR730DSCP

BAR730PM
BAR730DSPM

BAR730PMT
BAR730DSPMT

BAR730DX
BAR730DSDX

バッグインボックスシロップポンプ
バッグインボックスラック(3箱収納可能)
炭酸ガス発生装置
CO2レギュレーター
CO2クランプ＆チェーン
アイスシンクの8回路コールドプレート
アイスシンク＆カバー
リテーナーストラップ
ソーダガン
スピードレール
水ポンプ
水タンク
ウォーターリンクフックアップ（市水源）
ゴミ箱
ビニールカバー

イエス
2

7 瓶

イエス
イエス

イエス
イエス
イエス
2

7 瓶

イエス
イエス

6
2
イエス
イエス
イエス
イエス
イエス
2
8 ボタン
7 瓶
イエス

イエス
イエス
イエス

6
2
イエス
イエス
イエス
イエス
イエス
2
8 ボタン
7 瓶
イエス
イエス
イエス
イエス
イエス

イエス
イエス
イエス
イエス
2
6 ボタン
7 瓶

イエス
イエス

BAR650とBAR730の全モデルには、4つの15.24cm回転キャスター（2つはブレーキ付き）が付いています。

寸法
長さ: 184.8 cm
幅:  66 cm
高さ: 121.2 cm 画像をクリックすると拡大表示されます

ブラック
110

シカゴ
770

グラニットグ
レー（ブラッ
クベース
420

カーメル 
669



背面 

前面

ステンレス製
ボックスに組
み込まれたポ
ンプ 

色分けされたシロップラインとFlas-Flex™ライナー を使用し、
強いフレーバーでも簡単に洗浄・交換ができます。

ブレンダーやその他のバー機器を使用するた
めのオン/オフスイッチ付きA/Cコンセント 

アンカーとアイレッ
トが付いたストラッ
プで、タンクを固定
します。

バッグを収納するた
めのステンレス製ラ
ック。 廃棄物タンク ソーダガンの取り外しが簡単にできます。

ソーダルガンは棚に収納でき、
作業スペースが確保されます。

清水タンク

CAMBAR® ポストミ
ックス機能

最高の機能性のために再設計
 ソーダガンとGFI保護された110Vコンセントは
人間工学に基づき配置され、操作のしやすさと
作業スペー 操作しやすく、作業スペースも最大
限に活用できます。

 NSF規格の飲料ライン
は、Flushable Glas-Flex™ライナ
ーにより、強いフレーバーでも簡単
に洗浄、交換が可能。

 衛生的でお手入れも簡単です。

•

•

•



コード 電圧 水タンク カラー 寸法（長さ×幅×高さ） 単位重量 

BAR540 スタンダード 114 x 65.7 x 117 cm 55.6 kg.

BAR540DS デザイナー 114 x 65.7 x 117 cm 65.8 kg.

BAR650 スタンダード 171.5 x 72.5 x 120.7 cm 98 kg

BAR650DS デザイナー 171.5 x 72.5 x 120.7 cm 98.5 kg

BAR650CP スタンダード 171.5 x 72.5 x 120.7 cm 144.3 kg

BAR650DSCP 110 デザイナー 171.5 x 72.5 x 120.7 cm 139.4 kg

BAR650PM 110 イエス スタンダード 171.5 x 72.5 x 120.7 cm 163.4 kg

BAR650DSPM 220 イエス スタンダード 171.5 x 72.5 x 120.7 cm 166.6 kg

BAR650PMT 110 スタンダード 171.5 x 72.5 x 120.7 cm 183.4 kg

BAR650DSPMT 110 イエス デザイナー 171.5 x 72.5 x 120.7 cm 175.5 kg

BAR650DX 220 イエス デザイナー 171.5 x 72.5 x 120.7 cm 154.5 kg

BAR650DSDX デザイナー 171.5 x 72.5 x 120.7 cm 139.4 kg

BAR730 スタンダード 184.8 x 66 x 121.2 cm 103.8 kg

BAR730DS デザイナー 197.2 x 72.4 x 120.7 cm 133.9 kg

BAR730CP スタンダード 184.8 x 66 x 121.2 cm 134.4 kg

BAR730DSCP デザイナー 197.2 x 72.4 x 120.7 cm 185.7 kg

BAR730PM 110 スタンダード 184.8 x 66 x 121.2 cm 163.4 kg

BAR730PMT 110 イエス スタンダード 184.8 x 66 x 121.2 cm 172.5 kg

BAR730PMT220 220 イエス スタンダード 184.8 x 66 x 121.2 cm 172.5 kg

BAR730DSPM 110 デザイナー 197.2 x 72.4 x 120.7 cm 180.7 kg

BAR730DSPMT 110 イエス デザイナー 197.2 x 72.4 x 120.7 cm 189.8 kg

BAR730DSPMT2 220 イエス デザイナー 197.2 x 72.4 x 120.7 cm 189.8 kg

BAR730DX スタンダード 184.8 x 66 x 121.2 cm 161.7 kg

BAR730DSDX イエス デザイナー 197.2 x 72.4 x 120.7 cm 153.5 kg

BAR540

BAR650

BAR730

キャンバー用オプションアクセサリー

コード 説明 

650WS BAR650用ワイヤーシェルフ
730WS BAR730用ワイヤーシェルフ
730SR 7本入りスピードレール
BAR54SR 5本入りスピードレール

CAMBAR® インデックス



•  ポリエチレンの本体と厚い発泡断
熱材が、氷を数日間保持します。

•  外側は頑丈な全天候型なので、ひ
びが入ったり、へこんだり、膨らみ
ができたり、欠けたり、錆びたり、
割れたりしません。

•  ユニークなスライディングリッドは
使用時にスライドさせて格納でき
るので、二次汚染のリスクが軽減
されます。

•  へこんだウェルとドレンシェルフが
溶けた水を流してしまうので、長
時間保管できます。

•  へこんだモールドハンドルで、持ち
運びも簡単です。

•  傾斜したトップとスライドする蓋の
ユニットは、準備/ケータリングテ
ーブルとカウンターの下にフィット
します。

スライディングリッド™ アイスキャディー

ICS125L 
(低)

ICS200TB 
(高) 後ろにイージーウィール装備。

ICS100L 
(低)

ICS175T 
(高)

ICS175LB 
(低) 後ろにイージーウィール装備。

キャスターの種類
チャートのキャスターの種類参照。
全てのキャスターは5インチ（12.7 cm）です。 
A: 固定2個、回転2個(1個はブレーキ付)
A1: 回転2個、2個はブレーキ付
B: 回転4個 (1個はブレーキ付)

C:  回転2個 (1個はブレーキ付)、 
20.3 cmのイージーウィール2個

D:  回転2個 (1個はブレーキ付) 
25.4 cmのイージーウィール2個

E:  回転2個 (2個はブレーキ付)、 
25.4 cmのワイドイージーウィール2個

品番 容量
外寸 
奥行き x 幅 x 高さ

キャスター
の種類

低
ICS100L 46 kg 57 x 77 x 73 cm A1

ICS100L4S 46 57 x 77 x 73 B

ICS125L 57 58.5 x 80 x 74.5 A

ICS125LB 57 58.5 x 80 x 74.5 C

ICS175L 80 61 x 95.5 x 74.5 A

ICS175LB 80 61 x 95.5 x 74.5 D

高
ICS125T 57 kg 58.5 x 80 x 88 A

ICS175T 80 58.5 x 86.5 x 95.5 A

ICS175TB 80 58.5 x 86.5 x 95.5 D

ICS200TB 91 58.5 x 86.5 x 100.5 E

 数量：1

ICS175TB 
(高) 後ろにイージーウィール装備。

 カラー：ブラック (110)、スレートブルー 
(401)、ダークブラウン (131)、コーヒー  
ベージュ (157)、グラニットグレー (191)。

スライディングリッドアイスキャディー
ICS125L、ICS125L4S、ICS125LBは、米国  
特許D 468,071 Sが適用されています。
スライディングリッドアイスキャディー
ICS100LおよびICS100L4Sは、米国意匠
特許第D424,883号により保護されてい
ます。


