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•  耐久性のあるカムウェアは着色し
にくく、臭いや傷がつきにくい材
質です。

•  サラダプレートやディナープレー
トの表面は織目模様になっている
ので、長持ちします。

•  学校、カフェテリア、デイケアセン
ター、ヘルスケア施設での使用に
最適です。

•  マ グとスタッキングカップはカス
タマイズが可能。

CAMWEAR®ディナーウェア 破損に対して5年間
の保証付き

ベージュ ブラック ホワイト スレートブ
ルー

電子レンジでの使ご用はお控えくださ
い。



HK93PMC

オーバルプラッター & コンパートメントプレート

プレート

ボウル

マグ、カップ

品番 90SPCW 120CWP 93CW HK93BCW*
直径 22.9 x H 4 cm 30.5 x 22.9 cm 22.9 cm 24.1 cm
品名 丸、スープボウル オーバル、細フチ 細フチ 細フチ
数量 48 24 48 12
カバーに関しては、ヒートキーパーのページをご覧ください。　*HK93BCWのカラーはベージュ (133) のみ。電子レンジの使用は避けてください。

品番 10CW* 10CWL 35CW 45CW 50CW 60CW 100CW 150CW
概容量 278 mL — 252 mL 150 mL 452 mL 322 mL 370 mL 494 mL
品名 スクエア 

ボウル
10CW ボウル 
用カバー

スープ フルーツ 
カップ

ナッピィ 
ボウル

グレープフル 
ーツボウル

ナッピィ スクエア 
ボウル

数量 48 48 48 48 48 48 48 48
形状 四角 四角 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 上/丸型底/四角
外径 10.2 x 10.2 cm — 9.8 cm 11.7 cm 13.3 cm 15.2 cm 12.5 cm 上：13.3 cm 

底：6.4 x 6.4 cm
高さ 4.8 cm 2.2 cm 5.4 cm 3.3 cm 5.4 cm 4 cm 4.3 cm 5.7 cm
電子レンジの使用は避けてください。　*オプションのカバーある。

品番 10CWNR 9CWNR 825CWNR 725CWNR 65CWNR 55CWNR
直径 25.4 cm 22.9 cm 20.3 cm 18.4 cm 16.5 cm 14 cm
品名 細フチ 細フチ クーペ 細フチ 細フチ 細フチ
数量 48 48 48 48 48 48
電子レンジの使用は避けてください。

品番 HK93CW HK39
品名 3 コンパートメント

ベースとカバー
22.9 cm プレート
用ヒートキーパー
ベースとカバー

数量 6 6
HK93CW のカラーはベージュ (133)。 
HK39 のカラーはアンティークホワイト (148)。 
電子レンジの使用は避けてください。

HK93CW用カムキ
ャリアー® は、特
別注文になりま
す。詳細について
はキャンブロのカ
スタマーサービ
スまでお電話く
ださい。

品番 75CW 96CW
概容量 239 mL 288 mL
品名 スタッキングカップ マグ
数量 48 48
最大直径/高さ 10.3* cm / 8 cm 10.6* cm / 9.5 cm
フルサイズカムラック® 16C414 16C414
*最大直径はハンドル部分を含みます。 
電子レンジの使用は避けてください。

ヒートキーパーベースとカバー



バーサカムカバー

品番 内径 外側高さ 数量
スクエア
85SFVS 20.91 cm 7 cm 12
978SFVS 25.4 7 12
ラウンド
68VS 16.5 5.6 12
86VS 21 6.7 12
91VS 23.2 6.8 12
913VS 24.9 6.8 12
95VS 23.7 6.8 12
99VS 24.3 6.7 12
911VS 24.6 7 12
100VS 25.4 6.8 12
103VS 25.9 6.8 12
105VS 26.2 6.8 12
106VS 26.4 7.2 12
1010VS 27 6.8 12
1012VS 27.3 6.8 12
1014VS 27.6 6.8 12
116VS 28.9 8.1 12
120VS 30.5 7.3 12
124VS 31.1 7.3 12

従来の金属製カバーより効率が良く
エレガントなバーサカムカバーは、ホ
ットフードの温度を維持します。
•  電子レンジの安全なプレートカバ

ーは、最大149˚C*の温度に耐えま
す。

•  カバーは熱くならないので、取り
扱いに便利です。

•  金属製カバーより軽く静かです。
•  エレガントなデザインで、磨く 

必要はありません。
•  フードを、金属製カバーより長時

間保温します。
•  電子レンジに入れても安全です。
•  丸形も正方形も様々なサイズに使

えます。
•  ファイバーグラス製。

品番 内径
外部
高さ 数量

Camwear • カムカバー
806CW 21.4 cm 6.8 cm 12
900CW 23.2 7 12
901CW 23.7 7.2 12
905CW 24.1 7.2 12
909CW 24.8 7 12
9011CW 25.4 7.3 12
9013CW 25.4 7 12
1000CW 25.9 6.8 12
1005CW 26.8 7.2 12
1007CW 27 7 12
1013CW 27.5 6.8 12
1101CW 27.9 6.8 12
1202CW 30.8 7 12
カムウェア薄型Camcover

MDCPC9CW 23.2 5 12

CAMWEAR®・カムカバー®

•  再加熱しなくても、フードを温かく
おいしそうに維持します。

•  加熱カートに適しています。
•  最高99˚Cまで安全です。*
•  丈夫なカムウェア製で、 

変形せず、傷もつきません。
•  軽いのでテーブルサービスが静か

にできます。
•  磨く必要がないので労働力が節減

できます。

 カラー：クリアー (152)、アンバー (153)、ベ
ージュ (133)、シルバー (486)。
 MDCPC9CW  カラー: クリアー (135)、ア
ンバー (153)、ベージュ (133)、シルバー 
(486)。

正しいサイズのプレートカバーを選ぶた
めのヒントは、www.cambro.comのウェブ
サイトでカムカバー･サイジングガイドを
ご覧ください。実際のプレートを1枚、キャ
ンブロのカスタマーサービスまでご送付
いただければ、サイズ決定をお手伝いい
たします。

 *電子レンジの使用は避けてください。

 カラー：アイボリー(197)、グラニットグ
レー (191)、アンティークパーチメント 
(101)。

*加熱カートで使用できます。

電子レンジで使用可能。

プレートに適した正しいサイズの 
バーサカムカバーを選ぶには、当社ウェブ
サイトでキャンブロカムカバーハンドブッ
クをご覧ください。または、キャンブロの
カスタマーサービスまでプレートを送って
ください。



1つまたは2つの標準インプリ
ントカラーを選択してください レッド イエロー ライト 

ブルー
ダーク 
ブルー

グリーン オレンジ

バイオ 
レット

ブラック ホワイト グレー ゴールド シルバー

カタログ印刷工程の関係で、カラー
は実物と異なることがあります。

カスタムプリントが入る製品には
このアイコンがついています。

カスタムプリントを入れよう– パーソナライズ テーブルサービ 
スとフードストレージ製品
タンブラー、バーウェア、ピッチャー、
デカンタ、ディナーウェアをパーソナ
ライズしてブランドやビジネスを促
進したり、顧客満足度を高めたりで
きます。複数のサービス拠点の在庫
を識別するために使用します。フード
ストレージ商品をパーソナライズし
て内容を特定し、レシピの指示を記
入欄に追加して、商品の品質と一貫
性を確保します。パーソナライズさ
れた商品の注文は、ケース全体の数
量のみで、破損したカートンは含ま
れません。

パッドプリントのパーソナラ
イゼーション
•  1カラー：2カラーはテーブルサー

ビス商品にのみ利用できます。
•  12の標準インプリントカラーから

お選びください。
•  プリント領域は、商品固有の印刷

可能領域に基づき6 mm– 10 cmで
す。最低注文数は各72個です。

パーソナライゼーショ 
ン料金
•  カスタム パーソナライゼーション 

プレート料金
•  *** ドル　ネット金額（1回限りの

請求、最初の購入注文で請求）
•  セットアップ料金 *** 注文ごとの

ネット金額
•  カラーインプリント料金 *** サイ

ドごと、カラーごとのネット金額

サンプル注文方法
1.  サンプルをリクエストする 

最寄のキャンブロ代理店に連絡
し、サンプル請求フォームに 
記入・提出してください。フォー
ムはアートワークと一緒に提出す
る必要があります。

2.  アートワーク 
使用可能でデジタル形式の
み。Cambro 担当者またはCambro
にメールをお送りください。 
letsgetpersonal@cambro.com。メ
ールの件名にはロゴの名前を入れ
てください。連絡先をご記入くだ
さい。アートワークが未完成の場
合、ー時間***でグラフィックが利
用できます。 
ファイル寸法：再生サイズ100％、
解像度300 dpi 
ファイルの種類：Adobe® 
Illustrator®, Photoshop® 
ファイル形式：jpeg, tiff, eps

3.  サンプルの納期 
アートワーク承認後、7〜10営業日

4.  サンプルの承認 
承認フォームには各サンプルが
含まれます。注文書を処理する前
に、フォームに記入してCambroに
FAXで送信する必要があります。

5.  サンプル料金（ネット金額) 
サンプルごとに ***（サンプル注文
で請求され、最初の購入注文で返
金される請求）

6.  質問  
Kristie Patterson 714-230-4125 
direct, 800-854-7631 Ext.までご
連絡ください。4125またはメール 
kpatterson@cambro.com。

***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。



P600CW、P480CW、P320CW 
標準規格品。底に安定性があり、 
たおれにくくなっています。

P64CW 
上に開いた形です。
しずくが落ちにくい
デザインです。

PC64CW 
閉じる、飲み物だけ、氷
もいっしょに注ぐなど、
蓋の位置によって使い
分ける事ができます。

 カラー：クリアー (135)。P600CWは 
アンバー (153) もあります。

容量は縁まで入れた場合。

カスタムプリントを入れることができま
す。詳細については、カスタムプリントの
ページをご覧ください。

PC34CW 積み重ね可能なピッチャー本体
のみ 米国特許 Des. 682,002 S が適用さ
れています。

P600CWのみ 
(135)

P34CW 
積み重ね可能なピッ
チャー本体のみ。
P34LCW 
積み重ね可能なピ
ッチャー用リッド
のみ。

PL60CW 
傷が目立たない鋳造成形で粗い質感を
持つLaguna®ピッチャー。飲み物を前か
ら、氷や飲み物を横から注げます。ピッ
チャーにマッチするタンブラーがご利用
できます。

PC34CW 
傷が目立たない艶
消しデザインの積み
重ね可能な蓋付き
ピッチャー。

PE600CW 
経済的な軽量デザイ
ン。飲み物を前から、
氷や飲み物を横から注
げます。

P320CW

容量: 0.95 L
高さ (注ぎ口を含む): 17 cm

直径 (ハンドルを含む): 14.5 cm
数量: 6

PL60CW

容量: 1.8 L
高さ (注ぎ口を含む): 20 cm

直径 (ハンドルを含む): 17 cm
数量: 6

PE600CW

容量: 1.8 L
高さ (注ぎ口を含む): 20 cm

直径 (ハンドルを含む): 18.7 cm
数量: 6

P64CW

容量: 1.9 L
高さ (注ぎ口を含む): 23.5 cm

直径 (ハンドルを含む): 18.5 cm
数量: 6

PC64CW

容量: 1.9 L
高さ (注ぎ口を含む):  
24.8 cm カバー込み
直径 (ハンドルを含む): 18.5 cm
数量: 6

PC34CW

容量: 1 L
高さ (注ぎ口を含む):  
19 cm カバー込み
直径 (ハンドルを含む): 17 cm
数量: 6

P34CW / P34LCW

容量: 1 L / —
高さ (注ぎ口を含む):  
16.8 cm / 5.1 cm

直径 (ハンドルを含む):  
17 cm / 11.4 cm

数量: 6

P480CW

容量: 1.4 L
高さ (注ぎ口を含む): 20 cm

直径 (ハンドルを含む): 16 cm
数量: 6

P600CW

容量: 1.8 L
高さ (注ぎ口を含む): 20.5 cm

直径 (ハンドルを含む): 17 cm
数量: 6

P60CW

容量: 1.8 L
高さ (注ぎ口を含む): 23 cm

直径 (ハンドルを含む): 18.5 cm
数量: 6

CAMWEAR® ピッチャー

•  軽いのでラクに運べます。
•  注ぎ口は氷がとび出さない形で、

こぼれにくくなっています。
•  裏底に溝が付いているので完全に

乾燥でき、衛生的です。



サンLido®タンブラーズ

デザートグラス

 カラー：クリアー (152) 
 使い捨てCamLidのカラー： 半透明 (190).

許容量は最上部の線まで。

リドタンブラーは米国特許D720,963 Sの
適用を受けています。

•  洗い易い内部のスタッキングリン
グによって安定した省スペースのス
トレージを確保。

•  欠けや壊れに強い、取替えの費用
を最小限にする、耐衝撃性、SAN
プラスチック製。

品番 LDT5 LDT6 LDT9 LDT10 LDT12 LDT16 LDT22
フィットする蓋 CLJ6 CLST6 CL900P CLNT10 CLNT12 CLST9 CLSM8B5**
最大直径 5.9 cm 6.8 cm 8.1 cm 7.3 cm 7.6 cm 8.4 cm 8.9 cm
最大高さ 9.4 cm 9.4 cm 9.4 cm 11.4 cm 12.5 cm 13.5 cm 16.8 cm
フルサイズカムラック® 49S318 36S318 25S318 36S418 30S434 25S534 20S638
縁までの容量 150 mL 177 mL* 266 mL* 300 mL 355 mL 480 mL 650 mL

ケースパックタンブラー/ フタ 36 / 1,000 36 / 1,000 36 / 1,000 36 / 1,000 36 / 1,000 36 / 1,000 36 / 1,500
**ストロー用のクロススロットを除く。

*177mL と 266 mLのタンブラーはヘルス
ケア運営者向けに淡い目盛りが印刷され
ているのが特徴です。

CAMWEAR® デザート用グラスとサンLIDO®タンブラーズ

品番 DG3CW
最大直径 5.8 cm
最大高さ 7.7 cm
フルサイズカムラック® 49S318
縁までの容量 100 mL
数量 72
ケース単位で販売しています。小分け販
売はしておりません。

•  安定性を重視した大きく重いベー
ス。

•  ベースは水切りがよく、乾きやすい
ようなデザインになっていま す。

•  バーウェアは、冷やしても温度差
による割れが起きません。

 カラー：クリアー (135)。

カスタムプリントを入れることができま
す。詳細については、カスタムプリントの
ページをご覧ください。



ハンティントンタンブラー
•  ガラスのエレガントな外見を備え

ていますが、取替えコストを削減
できます。

•  丈夫なカムウェア製。
•  軽量です。
•  スタッキングラグが付着を防ぎ

ます。
•  底部3ヶ所にドレンノッチがついて

いるので、洗浄や乾燥がラクにで
きます。

CAMWEAR®ハンチントン® & サンニューポートタンブラー

品番 HT5CW HT8CW HT10CW HT120CW HT12CW HT14CW HT16CW HT22CW
フィットする蓋 — CLNT8 — CLNT12 — — CLAM8B5* CLSM8B5*
最大直径 6 cm 6.8 cm 7.1 cm 7.6 cm 8.6 cm 8.3 cm 8.4 cm 8.9 cm
最大高さ 9 cm 11.3 cm 12.2 cm 12.8 cm 9.5 cm 12.4 cm 14 cm 17 cm
フルサイズカムラック® 49S318 36S418 36S434 25S434 25S418 25S434 25S534 25S638
縁までの容量 148 mL 237 mL 296 mL 355 mL 355 mL 414 mL 473 mL 652 mL
ケースパックタンブラー/ フタ 36 / — 36 / 1,000 36 / — 36 / 1,000 36 / — 36 / — 36 / 2,000 36 / 1,500

ニューポートタンブラー
•  溝付きデザインがガラスの上品さ

を演出し、プラスチックなので安
全性が高くコスト削減にもつなが
ります。

•  衝撃に強いSANプラスチック製
なので、欠けたり割れたりしませ
ん。

•  スタッキングラグが付着を防ぎま
す。

•  サニリムリップが、飲み口を衛生
的に保ちます。

品番 NT5 NT8 NT9 NT10 NT12 NT14 NT16 NT20
フィットする蓋 CLNT5 CLNT8 CLNT9 CLNT10 CLNT12 — — CLSM8B5*
最大直径 6.4 cm 6.8 cm 8.3 cm 7.1 cm 7.6 cm 7.9 cm 8.3 cm 8.7 cm
最大高さ 9.4 cm 10.2 cm 8.4 cm 11.6 cm 13 cm 12.7 cm 14.6 cm 16.5 cm
フルサイズカムラック 36S318 36S418 25S318 36S434 25S434 25S434 25S534 25S638
縁までの容量 189 mL 228 mL 275 mL 300 mL 373 mL 414 mL 485 mL 650 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 36 / — 36 / — 36 / 2,000

 カラー：アズールブルー (196)、
クリアー (135)。 
 ふたのカラー：半透明 (190)。

容量は縁まで入れた場合。

カスタムプリントを入れることができま
す。詳細、注文方法、料金に関しては、カ
スタムプリントのページをご覧ください。

-40˚から99˚Cの温度に対応｡

*ストロー用のクロススロットを除く｡

 カラー：クリアー (152)、アンバー (153)、ス
レートブルー (401)。 
 ふたのカラー：半透明 (190)。

容量は縁まで入れた場合。

カスタムプリントを入れることができま
す。詳細、注文方法、料金に関しては、カ
スタムプリントのページをご覧ください。

-20˚から85˚Cの温度に対応。

*ストロー用のクロススロットを除く｡



デルマータンブラー
•  ひび割れ模様ガラスの外見をもち

ながら、プラスチックの軽さを備
えています。

•  安定した厚さのベースとロールド
リムの縁仕上げが、安定性を与え
ています。

•  衝撃に強いSANプラスチック製
です。

品番 D8 D12 D14 D16 D24
フィットする蓋 — — CLST9 — —
最大直径 6.7 cm 7.5 cm 8.3 cm 7.8 cm 8.7 cm
最大高さ 10.6 cm 12 cm 8.3 cm 15.1 cm 16.8 cm
フルサイズカムラック® 36S418 25S434 25S318 25S534 25S638
縁までの容量 237 mL 355 mL 414 mL 473 mL 710 mL
ケースパックタンブラー/ フタ 36 / — 36 / — 36 / 1,000 36 / — 36 / —

ラグナタンブラー
•  網目模様が水のマークや傷を 

うまく隠します。
•  衝撃に強いSAN製です。
•  軽いのでラクに運べます。

品番 LT6 LT8 LT10 LT12 LT14 LT16 LT22
フィットする蓋 CLLT6 CLLT8 CLLT10 CLLT12 — CLAM8B5* —
最大直径 6.3 cm 6.9 cm 7.4 cm 7.9 cm 8.3 cm 8.4 cm 9.3 cm
最大高さ 10.7 cm 10.9 cm 12.1 cm 12.7 cm 13.1 cm 14 cm 15.4 cm
フルサイズカムラック® 36S418 36S418 30S434 25S434 25S434 25S534 16S534
縁までの容量 177.4 mL 236.6 mL 295.7 mL 354.9 mL 414 mL 473.2 mL 650.6 mL
ケースパックタンブラー/ フタ 36 / 1,500 36 / 2,000 36 / 1,000 36 / 1,000 36 / — 36 / 2,000 36 / —

サンラグナ® & デルマー®タンブラー

 カラー：クリアー (152)、 
スパニッシュグリーン (427)。  
 ふたのカラー：半透明 (190)。

容量は縁まで入れた場合。

カスタムプリントを入れることができま
す。詳細、注文方法、料金に関しては、カ
スタムプリントのページをご覧ください。

-20˚から85˚Cの温度に対応。

*ストロー用のクロススロットを除く。

 カラー：クリアー (152)、ルビーレッド (156)
、サファイアブルー (608)、 
ライトアンバー (609)。  
 ふたのカラー：半透明 (190)。

容量は縁まで入れた場合。

カスタムプリントを入れることができま
す。詳細については、カスタムプリントの
ページをご覧ください。

デルマータンブラーには、次の米国特許が
適用されています：Des. 478,778 S。

-20˚から85˚Cの温度に対応。



サンカラーウェアタンブラー & COCA-COLA® タンブラー

•  カジュアルなダイニングに適した、
クラシックなタンブラーです。

•  外側の模様が傷を防ぎます。
•  衝撃に強いSAN製です。
•  内側に付いているスタッキング 

ラグで、保管も簡単です。
•  サニリムリップが、飲み口を衛生 

的に保ちます。

Coca-Cola® タンブラー
•  カラーウェアタンブラーには、コカ

コーラの商標ロゴが白で入ってい
ます。

•  コカコーラ販売機使用のお客様
の、フードサービスにのみご利用
いただけます。

品番 (72 数量) 500P 800P 900P 950P 1200P 1600P 2000P —
品番 (24 数量) 500P2 800P2 900P2 950P2 1200P2 1600P2 2000P2 3200P2
フィットする蓋 CLJ6 CL800P CL900P CL950P — — — —
最大直径 5.7 cm 6.7 cm 8.1 cm 7 cm 7.5 cm 8 cm 8.6 cm 10 cm
最大高さ 9.2 cm 10.2 cm 8.25 cm 11.1 cm 13.2 cm 14.6 cm 16.5 cm 18.4 cm
フルサイズカムラック® 49S318 36S418 25S318 36S418 25S434 25S534 25S638 16S738
縁までの容量 154 mL 231 mL 287 mL 290 mL 373 mL 485 mL 650 mL 976 mL
品番 P 数量 72 72 72 72 72 72 72 —
品番 P2 数量 24 24 24 24 24 24 24 24
ふたのケースパック 1,000 1,000 1,000 1,000 — — — —

品番 20CC 32CC
最大直径 8.6 cm 10 cm
最大高さ 16.5 cm 18.4 cm
フルサイズカムラック 25S638 16S738
縁までの容量 650 mL 976 mL
数量 72 24

 カラー：スレートブルー (401)、 
クリアー (152)、アンバー (153)、 
ルビーレッド (156)。 
 ふたのカラー：半透明 (190)。

容量は縁まで入れた場合。

カスタムプリントを入れることができま
す。詳細、注文方法、料金に関しては、カ
スタムプリントのページをご覧ください。

-20˚から85˚Cの温度に対応。

 カラー：クリアー (152)。

コカコーラのロゴは白でのみ入ります。

商標がついた製品は小売り販売すること
はできません。飲食店でCoca-Colaを出す
店舗でのみ使用できます。

-20˚から85˚Cの温度に対応。



WW1500CW

WW1000CW
WW500CW

WW1000LS 

WW250CW

WW1000L

Camwearタンブラー
•  ガラスのような外見と感触をも

つ、丈夫なカムウェア製。
•  外側の模様が傷を防ぎます。
•  内側表面は滑らかで、簡単に洗浄

できます。
•  サニリムリップが、飲み口を衛生

的に保ちます。

品番 500CW 800CW 850CW 950CW 1200CW 1600CW
フィットする蓋 — — — CLNT10 — CL900P

最大直径 5.7 cm 6.7 cm 8.6 cm 7 cm 7.5 cm 7.9 cm
最大高さ 9.2 cm 10.2 cm 9.7 cm 11.1 cm 13.2 cm 14.6 cm
フルサイズカムラック® 49S318 36S418 25S418 36S418 36S434 25S534
縁までの容量 160 mL 237 mL 269 mL (厚手) 284 mL 384 mL 503 mL

ケースパックタンブラー/ フタ 48 / — 48 / — 48 / — 48 / 1,000 48 / — 48 / 1,000

品番 容量 高さ
フタ付きカムライター：(WW1000L、WW250L)

WW1500CW 1.5 L 25.4 cm
WW1000CW 1 24.8
WW500CW 0.5 20
WW250CW 0.25 15.9
フタ
WW1000LS (フタ、注ぎ口付き1.5 L、1 L、0.5 L用)
WW1000L (1.5 L、1 L、0.5 L 用フタ)
WW250L (0.25 L 用フタ)
 数量：12　注ぎ口付きフタは別注文となります。

CamViewカムライター ビ
バレッジデカンター
•  ビュッフェラインまたはテーブル

サイドで飲み物を出すのに最適で
す。

•  二次汚染から内容物を保護する
こぼれ防止のスナップタイトフラッ
トリッド付き。

•  注ぎ口付きフタで、中の飲み物
を保護しながら注ぐことができ
ます。

•  軽量ながら、くぼんだり傷がつい
たりしません。

•  耐衝撃性の材質を使用。
•  フラットリッド付きの、NSF規格リ

ストに記載のカムライター。

 カラー：クリアー (152)。

容量は縁まで入れた場合。

カスタムプリントを入れることができま
す。詳細、注文方法、料金に関しては、カ
スタムプリントのページをご覧ください。

-40˚から99˚Cの温度に対応。

 カラー：クリアー (135)。 
 フタのカラー：ホワイト (148)。

カスタムプリントを入れることができま
す。詳細、注文方法、料金に関しては、カ
スタムプリントのページをご覧ください。

-40˚から71̊ Cの温度に対応。

注ぎ口付きフタはNSFに記載されて 
いません。

CAMWEAR®タンブラーとCAMVIEW® CAMLITERS®



SRB13CW SRB5CW

ドリンクディスペンサー、ペールとベール & 渦巻きボウル®

22.7 L ドリンク 
ディスペンサー
•  濃縮飲料のミキシングやサービン

グに最適です。
•  標準目盛りとメートル法目盛りが

ディスペンサーについています。
•  衝撃に強いポリエチレンは、 

-40˚C から +70˚Cの温度で使用 
できます。

品番 容量
DSPR6 22.7 L
 数量：1

ペールとベール、 
ポリエチレン製
•  20.8 Lの大型汎用ペールは、ミ

ックス、保管、運搬などに便利
です。

•  耐久性があるポリエチレンは 
-40˚C から +70˚Cの温度で使用
でき、シミがつきにくくなってい
ます。

•  パチットとはまるサムタブカバー
は別売りです。

目盛りはおよ
そです。

渦巻きボウル
•  温かいまたは冷たい付け合せ、デ

ザート、ディップ、フルーツsどに最
適です。

•  プレートにも載り、ビュッフェステ
ーションで重ねておけます。

•  丈夫なカムウェア製、または割れ
にくいSAN製のいずれかをお選び
ください。

品番 数量
PWB22 6

RFSC12 (カバー) 6

DSPR6 
容量：22.7 L.

 カラー：ホワイト (148)。

カスタムプリントを入れることができま
す。詳細、注文方法、料金に関しては、
カスタムプリントのページをご覧くだ
さい。

SRB5CWとSRB13CWのカラー：クリアー 
(135)、ブラック (110)、ホワイト (148)。 
SRB5とSRB13のカラー：クリアー (152)、
ブラック (110)、ホワイト (148)。

ポリエチレンテレフタレート(P.E.T.)製。

CLSRE5ディ 
スポーザブル 
リッドはNSF 
認証外です。

ディスポーザブ
ルリッドもあり
ます。

品番 容量 数量
Camwear

SRB5CW 148 mL 24
SRB13CW 384 24
SAN‡

SRB5 148 24
SRB13 384 24
ディスポーザブルリッド
CLSRB5 — 1,000
 ディスポーザブルリッドの色: クリアー (152)。

 カラー：ホワイト (148)。

‡



WC100CW

品番
サイズ
奥行き x 高さ

バケット
WC100CW 20.3 x 23.2 cm
WC100CWNH 
(ハンドルなし)

20.3 x 22.9

 数量：1

CAMWEAR®製ワインバケット、パンチボウル、一輪ざし

ワインバケット
•  ワインやシャンペンを入れて冷や 

します。
•  丈夫なCamwear製なので、ひびが

入ったり割れたりせず、洗浄も簡
単です。

一輪ざし
•  ダイニングルームやカフェテリア

のテーブル、患者用またはルーム 
サービスのトレーなどに最適
です。

•  丈夫なカムウェア製。
•  バラの生花を一輪、また 

はアートフラワーを入れ 
てください。

品番 品名 数量
BV6CW 15.24 cm 一輪ざし 12

ホワイト (148)ブラック (110) クリアー (135)

 カラー：クリアー (135)。

カスタムプリントを入れることができま
す。詳細、注文方法、料金に関しては、カ
スタムプリントのページをご覧ください。

 カラー：ブラック(110)、クリアー (135)、 
ホワイト (148)。



カバーは中敷としても使用でき、ボリュ
ウムのない時に使用すると見た目がきれ
いです。

積み重ねができるので、スペース
をとりません。

カバーを台にすれば、ビュッフェテーブ
ル やデリのディスプレイに高さを与えて
くれ ます。

ハンドル付きクリアーカバーのよって  
食材、調理済品の鮮度と安全を守
ります。

デリクロックスとプラター

•  コンテンポラリーなデザインで経
済的なこの製品は、食材の準備、
保管、サービングに使用でき  
ます。

•  クロックスとプラターはSAN製で、
衝撃やシミに強く、欠けたりしませ
ん。

•  スーパーマーケットのデリ、 
サンドイッチショップ、ビュッフェ、
ケイタリングでの使用に適してい
ます。

•  ハンドル付きのカバーはクリア
ーで、ほとんど壊れることのない
Camwear® 製です。

調理済品を積み重ねて保管し、そのまま
テーブルサービスに利用できます。

カバー
品番 DCC5はDC5用 DCC10はDC10用
サイズ 長さ x 深さ x 高さ 23.8 x 15 x 3.5 cm 31 x 24 x 3.5 cm
概容量 0.85 L 1.9 L
 数量：6

クロックス 
& プラター
品番 DC5 DC10 DP15
品名 クロックス クロックス プラター
サイズ 長さ x 深さ x 高さ 26 x 17.5 x 8 cm 33.5 x 26.5 x 8 cm 40 x 30.5 x 5.5 cm
概容量 2 L 4.6 L 3.2 L
 数量：6

 クロックスとプラターのカラー：クリアー 
(152)、ブラック (110)、ホワイト (148)、 
レッド (404)。

 クロックスカバーのカラー： 
クリアー (135)。

デリクロックスには米国特許
D 504,283 S、D 503,871 S、D 494,419 Sが
適用されています。スキャロップフードサ
ービスカバーには、米国特許D 509,705 S
が適用されています。

DCC5、DCC10はNSF規格適合品です。



スキャロップ楕円形
品番 SFV1015
サイズ 長さ x 深さ x 高さ 38 x 25.4 x 5 cm
概容量 2.8 L
 数量：6

スキャロップ長方形
品番 SFR1012
サイズ 長さ x 深さ x 高さ 31.8 x 25.4 x 7.6 cm
概容量 4.3 L
 数量：6

ショーフェスト® ディスプレーボウル & トレー

八角形
品番 SFG1012 SFG1015 SFG820 SFG1220
サイズ 長さ x 深さ x 高さ 30.5 x 25.4 x 5 cm 38 x 25.4 x 5 cm 50.8 x 20.3 x 5 cm 50.8 x 30.5 x 5 cm
概容量 2.8 L 3.3 L 3.7 L 5.8 L
 数量：6

•  コールドデリ、ビュッフェ、 
サラダバーでフードをおいしくみせ
てくれます。

•  衝撃に強いSANプラスチック製で、
シミがついたり欠けたり  
割れたりしません。

•  様々な形やサイズが揃っているの
で、ディスプレーエリアの  
演出に適しています。

 カラー：ブラック (110)。



CAMWEAR®ボウル

石目模様入り丸型  
ボウル
•  外側はエレガントな織目模様に  

なっていて、内側は洗浄しやすいよ
うに滑らかな表面です。

•  ほとんど壊れることのないカムウ
ェアCamwear製なので、長持ちし
ます。

•  フルーツ、サラダ、スナック、デザー
トなどに最適です。

リブタイプボウル
•  スタイリッシュでおしゃれな  

デザインのボウルです。
•  ほとんど壊れることのないカムウ

ェアCamwear製なので、ガラスのよ
うに割れたりしません。

•  ボウルは丈夫で軽量です。アクリル
のように欠けたりひびが  
入ったりしません。

•  シミ、酸、臭いに対する耐性があり
ます。

石目模様入り 
丸型ボウル
品番 PSB6 PSB8 PSB10 PSB12
内径 15.2 cm 20.3 cm 25.4 cm 30.5 cm
概容量 556 mL 1.5 L 3 L 5.5 L
数量 12 12 12 12

 カラー： 石目模様入り (176)。

カスタムプリントを入れることはできません。

容量は縁まで入れた場合。

 カラー：クリアー (135)、ブラック (110)、
ホワイト (148)。

長方形の石目模様入りボウルには、ホワイ
ト (148)はありません。

容量は縁まで入れた場合。



品番 RSB15CW RSB18CW RSB23CW
内径 38.1 cm 45.7 cm 58.1 cm
概容量 10.6 L 19.1 L 37.8 L
数量 4 4 4

丸型リブタイプボウル

品番 RSB6CW RSB8CW RSB10CW RSB12CW
内径 15.2 cm 20.3 cm 25.4 cm 30.5 cm
概容量 564 mL 1.6 L 3 L 5.5 L
数量 12 12 12 12

石目模様入り  
丸型ボウル
品番 PSB15 PSB18 PSB23
内径 38.1 cm 45.7 cm 58.4 cm
概容量 10.6 L 19.1 L 37.8 L
数量 4 4 4
 カラー：石目模様入り (176)。

長方形 
リブタイプボウル
品番 RSB912CW RSB1014CW RSB1419CW
サイズ 長さ x 深さ x 高さ 30.8 x 22.9 x 7.6 cm 37 x 27.3 x 9 cm 49.2 x 36.2 x 12 cm
概容量 2.7 L 4.7 L 11.3 L
数量 12 4 4
**長方形の石目模様入りボウルには、ホワイト (148)はありません。

CAMWEAR®ボウル



SB80 SB60

SB55

品番 6F 8F
内径 15.6 cm 20.3 cm
概容量 425 mL 925 mL
 数量：12

バジェットサラダボウル & ファイバーグラス製ボウル

品番 SB55 SB60 SB80
内径 14.5 cm 15.2 cm 20.3 cm
概容量 325 mL 375 mL 925 mL
 数量：72

ファイバーグラス製  
ボウル
•  温かみのある木目とファイバーグ

ラスの頑丈さを備えています。
•  長年使用しても色があせることは

ありません。

バジェットサラダボウル
•  フルーツ、サラダ、スナック、デザー

ト用の経済的な製品です。
•  衝撃に強いFDA承認済みの素材

は、シミ、酸、臭いに対する  
耐性があります。

 カラー：バーチ (174)、ブラック (110)。

カスタムプリントを入れることはできません。

容量は縁まで入れた場合。

 カラー：ダークバスケットウィーブ (301)。

カスタムプリントを入れることはできません。

この色やパターンの見本は、カムトレー®グ
ループの項目をご覧ください。

容量は縁まで入れた場合。



DD1220BECW‡
RD1200CW

RD1220CWH

RD1220CW

ディスプレートレー – DT1220CW

CAMWEAR®ディスプレーカバー & トレー

横が開いたドーム – DD1220SCW‡

ディスプレートレーは積み重ねることが
できます。詳細についてはMarket Tray社
にお問い合わせください。

品番
概サイズ
幅 x 長さ x 高さ* 品名 数量

ディスプレーカバー
RD1200CW 30.5 x 30.5 x 20.9 cm ケーキカバー 1

DD1220CW 55.6 x 37.5 x 20.3 ドームカバー 1

DD1220ECW 55.6 x 37.5 x 20.3 ドーム/エンドカット 1

DD1220BECW 55.6 x 37.5 x 20.3 ドーム/エンドカット2ヶ所 1

DD1220SCW 55.6 x 37.5 x 20.3 ドーム/サイドカット 1

DD1826CW 67.9 x 47.9 x 22.5 ドームカバー 1

RD926CW 67.2 x 25.4 x 15.9 ドーム/エンドカット 1

RD1220CW 55.6 x 35.9 x 14.9 長方形カバー 1

RD1220CWH 55.6 x 35.9 x 12.7 長方形、ヒンジ付き 1

RD1826CW 67.2 x 47.9 x 15.9 長方形カバー 1

RD1826CWH 67.9 x 47.6 x 13 長方形、ヒンジ付き 1

ディスプレートレー/1220カバー用
DT1220CW 32.5 x 53 トレー 1

マーケットトレー/1826カバー用
1826MT** 65.3 x 45.2 x 2.7 トレー 6

•  ディスプレーカバーがペーストリ
ー、パン、デザートを新鮮に保ちま
す。

•  頑丈なカムウェアCamwear製で、ガ
ラスの高級感が  
あります。

•  横または端についている開口部を
使って、カバーを外さずに  
簡単に取り出せます。‡

 ディスプレーカバーカラー：
クリアー (135)。

カスタムプリントを入れることができま
す。詳細、注文方法、料金に関しては、カ
スタムプリントのページをご覧ください。

*寸法にはハンドルを含みます。 
ハンドル高さは2.06 cmです。

 マーケットトレーカラー：サーモン (149)、 
イエロー (145)、ブルー (142)、グリーン 
(140)、ホワイト (148)、ブラック (110)。 
 食品接触用としてNSFリストに記載されて
いるカラー：ホワイト (148)、ブルー (142)、
グリーン (140)。

 ディスプレートレーカラー：クリアー (135)、
ブラック (110)。

カスタムプリントを入れることはできません。

**特別注文の場合、返品はご容赦願い
ます。



CCP27

CP12

CCP15

クロックス & レードル

ドレッシング名をプリントしたレードル。

品番 品名 長さ 容量
LD85 無地 21.6 cm 25 mL 

LD85A* アソートメント 21.6 25

LD105 無地 26.8 30

LD105A* アソートメント 26.8 30

LD130 無地 33 30

 数量：12

品番 容量 数量
色付きクロックス
CP12 1.1 L フタ付き 12

CP15 1.4 L フタ付き 6

CP27 2.4 L フタ付き 6

色付きクロックス用フタ
CPL12* 色付きCP12クロックス用 12

CPL27* 色付きCP15 & CP27クロックス用 12

透明クロックス
CCP12 1.1 L フタ付き 12

CCP15 1.4 L フタ付き 6

CCP27 2.4 L フタ付き 6

透明クロックス用フタ
CCPL12* 透明CCP12クロックス用 12

CCPL27* 透明 CCP15 & CCP27クロックス用 12

品番 高さ 上径 内径
色付きクロックス、フタ付き
CP12 13.2 cm 12.9 cm 12.1 cm
CP15 11 16.8 15.7
CP27 17.2 16.8 15.6
透明クロックス、フタ付き
CCP12 13.7 13.3 12.4
CCP15 11.1 17.2 15.9
CCP27 17.5 17.2 15.7

Camwear ®レードル
•  分量調節ボウルが先端についてい

るので、同量のドレッシングや材料
を注ぐことができます。

•  使いやすいように角度がついてい
ます。

•  サイドレストがついているので、サ
ービングボウルに滑って入ったりし
ません。

•  ほとんど壊れることのないカムウ
ェアCamwear製なので、長持ちし
ます。

クロックス
•  サラダバー、ビュッフェテーブル、フ

ードステーションでの  
使用に適しています。

•  酢、サラダオイル、マヨネーズ  
などのシミや臭いが移りません。

•  衝撃に強いFDA承認素材製です。
•  表面がスムーズなので、掃除も簡

単です。
•  サラダバーホルダーSBH15および

クロックホルダーCPH3で動作しま
す。

 ソリッドカラークロックスのカラー： 
ブラック (110)、ベージュ (133)、 
レディッシュブラウン (195)。
 透明クロックスのカラー：クリアー (152)。
 リッドのカラー： ホワイト (148)。

カスタムプリントを入れることができま
す。詳細、注文方法、料金に関しては、カ
スタムプリントのページをご覧ください。

*色付きクロックスのフタと透明クロック
スのフタは併用できません。

 カラー：ブラック (110)、ベージュ (133)、
クリアー (135)、ホワイト (148)。

*Cambroの詰め合わせパックは、ブラック
のみです。8枚のプリント済みラベルと4枚
のプリント無しのものが入っています。8枚
のプリントには以下のものが含まれます:
サザンアイランド1枚、フレンチ1枚、ハウ
ス1枚、イタリアン1枚、ブルーチーズ1枚、
ランチ1枚、カロリーオフ1枚、シーザー1枚
これでサラダバーのスタートアップセット
は完璧です。

レードルのカスタムプリントに関するイン
フォメーション、ご注文、料金などは、 
カスタムプリントのページをご覧くださ
い。プリントできる部分は2.5 x 1.2 cm  
までの大きさです。

アソートメントパックや印字入りレードル
の小分け販売はしておりません。特別注
文の場合、返品はご容赦願います。



CAMWEAR®製サービングスプーン & 高温カムテンシル®

カムウェア  
サービングスプーン
•  実質的に割れることのないカムウ

ェアを材料としているため、錆びた
り、曲がったり、凹んだりすること
がありません。

•  ハンドルの幅が広くサムレストがつ
いているので、エルゴノミックにし
っかり掴めます。

•  スプーンには、フードパンの縁にか
けられるノッチが付いています。

•  スプーンの分量はおよそで、正確
な計量用ではありません。

高温カムテンシル  
スプーンとターナー
•  ホットフードやコールドフードに適

しています。
•  丈夫な耐熱素材でできていて、 

-40˚ 〜 +190˚Cで使用でき  
ます。

•  収納に便利な穴とフードパンの縁
に引っかけられるノッチが、ハンド
ルについています。

 カラー：ブラック (110)、ベージュ (133)、 
クリアー (135)、レッド (404)、 
ホワイト (148)。

カスタムプリントを入れることができま
す。カスタムプリントに関するインフォメー
ション、ご注文、料金などは、カスタムプリ
ントのページをご覧ください。

 カラー：アンバー (150)、ブラック (110)。

カスタムプリントを入れることはできません。

SPO8CW

品名: 20.5 cm サラダスプ
ーン
サイズ: 20.6 x 3.8 cm
数量: 12

SPO13

品名: 33 cm スプーン
サイズ: 33.3 x 7.3 cm
数量: 12

SPO10CW

品名: 25.5 cm ビュッフェス
プーン
サイズ: 26 x 4.3 cm
数量: 12

SPA14

品名: 35.5 cm ターナー
サイズ: 35.9 x 8.9 cm
数量: 12

SPO11CW*

品名: 28 cm デリスプーン
サイズ: 28.3 x 7.3 cm
数量: 12

SPOP13 穴開き
品名: 33 cm 穴開きスプーン

サイズ: 33.3 x 7.3 cm
数量: 12

SP013CW*

品名: 33 cm デリスプーン
サイズ: 33.3 x 7.3 cm
数量: 12

SPASL14 穴開き
品名: 35.5 cm 穴開きター
ナー
サイズ: 35.9 x 8.9 cm
数量: 12

SPOP10CW

品名: 25.5 cm 穴開きビュッ
フェ スプーン
サイズ: 26 x 4.3 cm
数量: 12

SPOP11CW*

品名: 28 cm 穴開きデリス
プーン
サイズ: 28.3 x 7.3 cm
数量: 12

SPOP13CW*

品名: 33 cm 穴開きデリス
プーン
サイズ: 33.3 x 7.3 cm
数量: 12

*カスタマイズはできません。

无孔

固形



 アングルトングのカラー： 
ブラック (110)。 
 持ちやすいトングのカラー： 
ベージュ (133)、クリアー (135)、 
ホワイト (148)。

ルガノアングルトング & イージーグラスプ
トングには米国特許 D 530 994 Sが適用さ
れています。

比例配 
分計算

 カラー：ブラック (110)、ベージュ (133)、 
クリアー (135)、レッド (404)、 
ホワイト (148)。

比例配 
分計算

•  カラートングは頑丈な耐熱素材で
できているので、最高99˚C の高温
に耐えることができます。

 •  クリアートングは、ほとんど壊れな
いCamwear製で、99˚Cまでの温度
で安全です。.

ルガノフラット & 
スキャロップグリップトング
•  フラットトングは表面にギザギザ

がついて、つかみやすくなっていま
す。

•  スキャロップトングはエルゴノミッ
クデザインで、手が滑りません。

ルガノ®トング

ルガノアングルトング & イ
ージーグラスプ  
トング
•  アングルトングはエルゴノミック形

状で、様々なフードを取るのに便
利です。

•  イージーグラスプトングはフォーク
とスプーンを組み合わせた形になっ
ているので、様々な食品がつかみや
すくなります。

TG6

長さ: 15 cm
数量： 12

TGA8

長さ: 21 cm
数量： 12

TGG6

長さ: 17 cm
数量： 12

6TGS

長さ: 15 cm 
数量： 12

TG9

長さ: 23 cm
数量： 12

TGA11

長さ: 27.5 cm
数量： 12

TGG9

長さ: 24 cm
数量： 12

9TGS

長さ: 23 cm 
数量： 12

12TGS

長さ: 30.5 cm 
数量： 12

フラットグリップ

スキャロップグリップ

アングルトング

イージーグラスプ



CamViewポリカーボ  
ネイトシェーカー /  
ドレッジ
•  キッチンはもちろん、コンディメン

トステーションやダイニングテーブ
ルでもご使用いただけます。

•  透明で頑丈なカムウェア® 
CamView製で、色分けされたフタ
で中身が見分けやすくなっていま
す。

•  食器洗浄機で洗うことができ、食
品に含まれている酸の影響を受け
ません。

カムウェアポリカーボ  
ネイト・コンディメントジャ
ー
•  マスタード、ケチャップ、ドレッシン

グ、ジャム、サルサなどに使用でき
ます。

•  頑丈で透明なカムウェアCamwear
製です。

•  フタにはスプーン用の穴がついて
います。

96SKRLC 
チーズ用

96SKRLP 
パセリ用

96SKRLD 
塩胡椒用

96SKRLM 
中挽き用

品番 概容量
サイズ
高さ x 内径 数量

コンディメントジャーセット
CJ80CW 240 mL 10.2 x 8.3 cm 24

品番
フタ
カラー

シェーカー、フタ付き (概容量 300 mL)
96SKRP (パセリ用フタ) ホワイト (148)
96SKRD (塩胡椒用フタ) ベージュ (406)
96SKRC (チーズ用フタ) イエロー (405)
96SKRM (中挽き用フタ) ローズ (408)
交換用フタ (シェーカーのフタをカムライターのフタとして使うことはできません。)
96SKRLF 細挽き用フタ グリーン (407)
96SKRLP パセリ用フタ ホワイト (148)
96SKRLD 塩胡椒用フタ ベージュ (406)
96SKRLC チーズ用フタ イエロー (405)
 数量：12

 シェーカーのカラー：クリアー (135)。

カスタムプリントを入れることができま
す。詳細、注文方法、料金に関しては、カ
スタムプリントのページをご覧ください。

 カラー：クリアー (135)。

カスタムプリントを入れることができま
す。詳細、注文方法、料金に関しては、カ
スタムプリントのページをご覧ください。

CAMVIEW®シェーカー/ドレッジ＆CAMWEAR®調味料ジャー


